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事　業　名 事　　業　　内　　容

１　主な １　県外先進地等への調査研究
　調査研究事業

（１）平成28年8月1日から8月3日
13,462,677円             ①調査先　　　 国土交通省関東地方整備局東京国道事務所

             　      三島市役所・議会

　　　　　　　             (株)山本食品三島わさび工場
　　　　　　　       伊東市役所・議会
　　　　　　　       伊豆の国市役所・議会

             ②調査事項        ・「バスタ新宿」の概要について
　　　　　　         ・ガーデンシティーみしまについて
　　　　　　         ・伊豆の代表的な名産品「わさび」の発祥地について

　　　　　         　・相模トラフ地震に向けた防災対策について
　　　　　　         ・移住、定住促進対策について
　　　　　　         ・世界遺産登録について

             ③調査議員　     古田芙士、萩原　清、望月雄内、平野成基
　　　　　　　        堀内孝人、丸山大輔

（２）平成28年8月8日から8月10日
             ①調査先　　　富山県中小企業団体中央会
                     富山県高志の国文学館

                                       (株)まちづくりとやま
                     石川県輪島漆芸美術館
                     輪島市役所・議会
                     七尾市役所・議会

              ②調査事項       ・富山県の中小企業の状況について
                     ・中小企業連携組織対策費補助事業について
                     ・ものづくり支援対策について
                     ・ふるさと文学の振興について
                     ・まちづくりとやまの事業概要について
                     ・富山コンパクトシティについて
                     ・文化芸術振興について
                     ・観光振興、交流人口の拡大に向けた取組について
                     ・定住促進に向けた取組について
                     ・スポーツ振興による交流人口の拡大について
                     ・移住、定住促進について

               ③調査議員        村石正郎、風間辰一、西沢正隆、垣内基良
　　　　　　　　　　   宮本衡司、丸山栄一、今井　敦、髙橋岑俊
                       酒井　茂

（３）平成28年9月11日から9月13日
                ①調査先　　  苫小牧美術博物館
                      ジェーピーシー苫小牧製造所
                      国土交通省室蘭開発建設部苫小牧河川事務所
                      日本郵船札幌物流センター

                ②調査事項       ・芸術文化振興について
                      ・耐震構造材について
                      ・砂防堰堤について
                      ・耐震構造の取組について

                ③調査議員　    垣内基良、丸山栄一、今井　敦、髙橋岑俊
                       堀内孝人、酒井　茂、丸山大輔

２８年度　政務活動事業実施報告書



（４）平成28年10月11日から10月13日
                ①調査先　　  北海道渡島総合振興局
　　　　　　          函館国際水産・海洋都市推進機構
                      函館市文化スポーツ振興財団
                      函館市役所・議会
                      青森県議会・県庁

                 ②調査事項　 ・北海道総合振興局の現状、課題等について
                      ・渡島総合振興局の組織及び業務について
                      ・新しい学術研究拠点都市づくりについて
                      ・スポーツ施設の運営状況について
                      ・北海道新幹線の開業に伴う波及効果について
                      ・歴史的観光資源を活用した観光振興策について
                      ・北海道新幹線開業を活かした交流人口拡大等の
                        取組について
                      ・命を守る「防災公共」の取組について

                 ③調査議員　　 古田芙士、萩原　清、服部宏昭

（５）平成28年10月24日から10月26日
                ①調査先　　　滋賀県議会・県庁
                      奈良県議会・県庁
                      伊勢志摩バリアフリーツアーセンター
                      伊勢市観光協会

                ②調査事項       ・自転車保険への加入を義務付ける条例について
                      ・東京オリンピック、パラリンピック開催を契機とする
                        地域活性化の取組について
                      　 ・県立高校、公私立幼稚園における運動場芝生化の推進について

                      ・観光プロモーションについて
                      ・バリアフリーツアーセンターの事業、組織運営について

                      ・歴史的観光資源を生かした観光振興について

               ③調査議員　　 平野成基、丸山栄一、今井　敦、酒井　茂

（６）平成28年 10月31日から11月2日
                ①調査先　　  山梨県議会・県庁
                      山梨県立大学
                      山梨県リニア交通局
                      富士山世界遺産センター
                      箱根町役場・議会

                ②調査事項       ・地域振興局設置の経緯について
                      ・太陽光発電施設適正導入ガイドラインの策定について

                      ・山梨県立大学の概要について
                      ・リニア中央新幹線工事進捗状況等について
                      ・世界遺産登録の経緯について
                      ・箱根大涌谷噴火に伴う防災対策について
                      ・「箱根ジオパーク」の取組について

                 ③調査議員　   本郷一彦、宮本衡司

（７）平成29年 3月24日
                 ①調査先　　   山梨県警察本部
                 ②調査事項       ・県警本庁舎の新設状況について
                 ③調査議員　       萩原　清、本郷一彦、向山公人、佐々木祥二
                        清沢英男、髙橋岑俊



（８）平成29年 3月24日
                ①調査先　　   埼玉県産業技術総合センター
                ②調査事項     ・産業技術総合センターの施設概要と産業振興について
　　　　 ③調査議員　     平野成基、風間辰一、丸山栄一、堀内孝人
                        丸山大輔

２　県内現地機関等への調査研究

（１）平成28年9月1日から9月2日
                ①調査先　　　飯田建設事務所
                      天竜川ダム統合管理事務所

                ②調査事項　    ・所管概況について
                      ・道路整備事業について
                      ・小渋ダム排砂トンネルについて　　等

                ③調査議員         小池　清、丸山栄一、髙橋岺俊、酒井　茂
                        丸山大輔

３　県政全般に関する調査研究
    上田支部以下２２支部において県政全般について、調査研究活動を実施。

２　主な １　会派としての研修・勉強会の開催
　　研修事業

（１）２８年６月補正予算について
1,121,170円                 ①実施期日　平成28年6月15日

         ②講師　　総務部　財政課長　　　　　岡地　俊季　　氏

（２）長野県子どもを性被害から守るための条例案について

                ①実施期日　平成28年6月15日
         ②講師　　県民文化部　部長　　　　　青木　　弘　　氏

（３）大北森林組合等の補助金不適正受給事案に係る国庫補助金返還金等への
　　　対応について

　　　　  ①実施期日　平成28年6月15日
         ②講師　　林務部　　　部長　　　　　池田　秀幸　　氏

（４）信州ＡＣＥ（エース）プロジェクトの取組について

                ①実施期日　平成28年9月7日
         ②講師　　健康福祉部　健康増進課長　奥原　淳夫　　氏

（５）最近の経済、雇用情勢について

                ①実施期日　平成28年9月7日
         ②講師　　産業労働部　産業政策課長　内田　雅啓　　氏

（６）平成２８年９月補正予算について

                ①実施期日　平成28年9月20日
         ②講師　　総務部　財政課長　　　　　岡地　俊季　　氏

（７）平成２９年４月現地機関の見直しに係る県実施案について

                ①実施期日　平成28年9月20日
         ②講師　　総務部　行政改革課長　　　井出　英治　　氏



（８）平成２８年11月補正予算について
                ①実施期日　平成28年11月24日
         ②講師　　総務部　財政課長　　　　　岡地　俊季　　氏

（９）信濃美術館整備事業について

                ①実施期日　平成28年11月24日
         ②講師　　県民文化部　文化政策課長　中坪　成海　　氏

（10）地方創生関係交付金について
                ①実施期日　平成28年12月1日
         ②講師　　企画振興部　総合政策課長　伊藤　一起　　氏

（11）芸術文化活動推進事業費について
                ①実施期日　平成28年12月1日
         ②講師　　県民文化部　文化政策課長　中坪　成海　　氏

（12）中部横断自動車道建設促進のための取組について
                ①実施期日　平成28年12月2日
         ②講師　　建設部　道路建設課長　　　臼田　　敦　　氏

（13）地方創生加速化交付金活用事業について
                 ①実施期日　平成28年12月5日
         ②講師　　総務部　総務部長　　　　　小林　　透　　氏

（14）２９年度当初予算主要事業の勉強会
                 ①実施期日　平成29年2月13日・14日・15日
         ②総務部財政課長など各部局等の課長から説明・意見交換

２　地方自治政策課題研修会の参画

                 ①実施期日　平成28年11月10日
         ②テーマ
             ・最近の経済情勢と地方創生を考える
                     講師　長野経済研究所

                                                                  調査部長   　 小澤  吉則　　氏
             ・これからの地方創生と国際戦略
                     講師　総務省・ふるさと財団
                           地域再生マネージャー
　　　                                           小島　慶藏　 氏
         ③出席議員　風間幹事長他

３　地方議員研究会等への参加
      東京等で開催される各種議員研究会に参加した旅費・参加費等。

３　主な １　自民党県議団だより（年２回）及び支部県政だよりの発行。
  広聴広報事業 ２　ホームページ開設に伴う維持管理費。

３　支部県政報告会の開催。
14,215,140円



４　主な
  要請陳情活動事

１　県選出所属国会議員との意見交換・要望等

（１）実施期日　平成28年11月21日
1,017,805円         ①テーマ

            国の予算、施策に対する要望について
        ②出席者
            国会議員　　　　　　　自由民主党　　　　二階幹事長
            県選出所属国会議員　　後藤茂之衆議院議員以下　７名
            自由民主党県議団　　　本郷団長以下　　　　　　８名

２　文部科学省への要望及び意見交換

（１）実施期日　平成28年11月21日
　　    ①要望事項
　　　　    私学教育の充実について
        ②出席者
            文部科学省　　　　　　義家文部科学省副大臣他
            自由民主党県議団　　　本郷団長以下　　　　　３名
            長野県私学教育協会　　宮川理事長以下　　　　３名

３　知事への要望及び意見交換

（１）実施期日　平成28年12月9日
        ①テーマ

                        平成29年度当初予算編成並びに施策について
        ②出席者
            阿部知事及び所管課長
            自由民主党県議団　　本郷団長他

４　各種団体等との県政懇談及び意見交換

（１）実施期日　平成28年12月9日
        ①テーマ
            ・看護師の確保、定着について
            ・訪問看護支援事業について
            ・看護師教育の４年について
        ②出席者
            ・三輪長野県看護協会会長以下　　　６名
            ・自由民主党県議団　　本郷団長他

（２）実施期日　平成28年11月7・8・9日
        ①テーマ
            国及び県の予算・施策に対する要望等について
        ②出席者
            ・私学振興協会、看護協会、薬剤師会、歯科衛生士会
              歯科技工士会、柔道整復師会、医師会、栄養士会
              建設業協会、商工会議所連合会、ＬＰガス協会
              商工会連合会、中小企業団体中央会、行政書士会
              林業振興協会、トラック協会、バス協会等
            ・自由民主党県議団　　本郷団長他



５　各種会議等 　　会派会議の開催に伴う費用弁償旅費等。
開催事業

708,170円

６　資料整備 １　政策図書購入・新聞購読代、新聞スクラップ等各種資料を収集整備
  (資料作成費及び 　　県政世論調査報告書購入代等。
   資料購入費) ２　県政に関する調査に付随する資料作成費。

3,539,626円

７　事務費 １　本部の電話・ＦＡＸ・郵便料等通信費、コピー等印刷費、事務用品購入費

    パソコンなどの備品購入費等。

10,178,994円 ２ 支部の事務所貸借料・光熱水費、電話・携帯電話料、郵便料、事務用品購入
費等。

８　 人件費 　　政務活動に係る支部補助職員並びに会派事務局職員等の人件費

28,743,528円
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