
平成29年度　行政視察受入れ一覧

４月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

1 平成29年4月20日 福島県福島市 13 ・ごみの削減に向けた取組について

2 平成29年4月25日 福岡県太宰府市 10
・善光寺御開帳の開催にあたり実施した交通渋滞緩和対策につ
いて

3 平成29年4月26日 埼玉県さいたま市 15 ・長野オリンピック時の選手等へのおもてなしについて

５月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

4 平成29年5月8日 千葉県我孫子市 10 ・認知症初期集中支援チームについて

5 平成29年5月10日 長崎県長崎市 7
・新庁舎建設について
・地域発きらめき事業（一支所一モデル事業）について

6 平成29年5月10日 栃木県足利市 3 ・市役所第一庁舎及び長野市芸術館について

7 平成29年5月10日 福島県郡山市 3
・認可保育所の待機児童対策・保険料軽減対策について
・地域包括ケアシステムについて

8 平成29年5月11日 長野県安曇野市 3 ・長野市の保育園民営化の状況について

9 平成29年5月17日 愛媛県宇和島市 7 ・商店街活性化の取組について

10 平成29年5月17日 山口県山口市 9 ・健康長寿のまち「ながの」への取り組みについて

11 平成29年5月22日 兵庫県稲美町 8
・長野市農業アクションプランの策定と今後の事業展開につい
て

12 平成29年5月23日 宮城県石巻市 3
・中山間地域の振興事業について
・鳥獣被害対策について

13 平成29年5月25日 佐賀県唐津市 8

地域公共交通確保について
・地域循環コミュニティバス運行について
・中山間地域における事前予約制乗合タクシーについて
　各事業概要、事業実績、事業の課題について

14 平成29年5月25日 北海道札幌市 12 ・認知症初期集中支援チームについて

15 平成29年5月30日 群馬県前橋市 11
・中山間地域の農業振興
・鳥獣被害対策及びジビエ資源の活用

16 平成29年5月30日 東京都中央区 1
・オレンジカフェの取組について
・認知症サポーター講座について

６月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

17 平成29年6月27日 岩手県一関市 7
・市立保育所の適正規模及び民営化等基本計画について
・長野市太陽光発電施設の設置に関するガイドラインについて

18 平成29年6月29日 茨城県守谷市 12 ・議会運営について



平成29年度　行政視察受入れ一覧

７月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

19 平成29年7月6日 三重県 3 ・中心市街地活性化の取り組みについて

20 平成29年7月11日 岩手県花巻市 8 ・生活困窮者学習支援事業について

21 平成29年7月12日 兵庫県姫路市 8 ・認知症初期集中支援チームについて

22 平成29年7月12日 岡山県備前市 10 ・議会改革及び活性化について

23 平成29年7月12日 東京都中央区 13 ・一校一国運動の取り組みについて

24 平成29年7月19日 栃木県宇都宮市 10 ・デスティネーションキャンペーンに関する取り組みについて

25 平成29年7月20日 富山県高岡市 9 ・長野市芸術館建設事業について

26 平成29年7月20日 鹿児島県鹿児島市 12
・鳥獣被害及びジビエの振興について
・南長野運動公園総合球技場について

27 平成29年7月20日 茨城県行方市 9
・スクールバス混乗について
・乗合タクシー「のぶさと号」について

28 平成29年7月25日 香川県丸亀市 10 ・リノベーションについて

29 平成29年7月25日 長崎県長崎市 7 ・中心市街地活性化基本計画について

30 平成29年7月26日 埼玉県 11 ・長野オリンピック記念アリーナ館内施設

８月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

31 平成29年8月1日 埼玉県春日部市 6 ・認知症初期集中支援チーム設置促進モデル事業について

32 平成29年8月1日 東京都府中市 8 ・お達者なまちづくりについて

33 平成29年8月8日 岐阜県岐阜市 3 ・新庁舎建設とその後について

34 平成29年8月9日 石川県金沢市 8 ・立地適正化計画について

35 平成29年8月10日 千葉県柏市 4 ・健康長寿のまち「ながの」の取組について

36 平成29年8月17日 千葉県市原市 3 ・市役所と芸術館を一体化した複合施設について

37 平成29年8月18日 岩手県 12 ・長野オリンピック終了後のレガシー利活用について

38 平成29年8月23日 岐阜県岐阜市 7 ・連携中枢都市圏構想について

39 平成29年8月25日 東京都江戸川区 9 ・長野市役所新庁舎について
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９月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

40 平成29年9月27日 岡山県倉敷市 5 ・歴史的風致維持向上計画について

１０月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

41 平成29年10月3日 愛知県瀬戸市 10
・議会基本条例の検証について
・議会活性化の取組について

42 平成29年10月11日 山形県山形市 7 ・議会運営及び議会改革について

43 平成29年10月12日 埼玉県 47 ・議会運営について

44 平成29年10月13日 栃木県宇都宮市 11
・移住定住の取組について
・シティプロモーションについて

45 平成29年10月17日 北海道帯広市 5 「しなのきプラン２９」について

46 平成29年10月17日 神奈川県平塚市 8 ・健康長寿の取組について

47 平成29年10月18日 富山県 9 ・議会活性化の取組について

48 平成29年10月18日 新潟県柏崎市 11
・地域おこし協力隊の事業内容、実績、課題等
・地域おこし協力隊員の方の活動内容

49 平成29年10月18日 新潟県妙高市 7 ・信州型コミュニティスクールについて

50 平成29年10月18日 宮崎県延岡市 9 ・橋梁・トンネル長寿命化の推進

51 平成29年10月19日 埼玉県 14 ・議会改革の取組について

52 平成29年10月25日 東京都目黒区 9
・リノベーションによるまちづくりについて
・中心市街地遊休不動産活用事業の取組について

53 平成29年10月27日 北海道北見市 8 ・コンビニでの収納業務、住民票等発行について

54 平成29年10月31日 岐阜県大垣市 5 ・市街地再開発事業及び優良建築物等整備事業について

55 平成29年10月31日 秋田県秋田市 15
・長野市スポーツ振興計画について
・南長野運動公園総合球技場について
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１１月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

56 平成29年11月2日 愛知県一宮市 12 ・歴史的風致維持向上計画について

57 平成29年11月2日 青森県五所川原市 6
・バイオマスタウン構想について
・ごみの削減に向けた取組について

58 平成29年11月8日 長崎県佐世保市 4 ・長野市付属機関等の設置及び運営等に関する指針について

59 平成29年11月8日 千葉県印西市 4 ・健康長寿のまち「ながの」の取組について

60 平成29年11月9日 千葉県千葉市 13
・オリンピック開催に向けた取組及びオリンピック開催後の状
況

61 平成29年11月9日 茨城県常総市 14 ・議会運営及び議会改革について

62 平成29年11月10日 兵庫県 11 ・議会運営・議会改革について

63 平成29年11月14日 沖縄県 13 ・長寿の取組について

64 平成29年11月15日 埼玉県 18 ・長野駅善光寺口駅前広場整備事業

１２月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

65 平成29年12月19日 東京都八王子市 11 ・長野駅善光寺口駅前広場整備事業について

66 平成29年12月21日 千葉県市川市 19 ・議会運営の活性化について

１月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

67 平成30年1月18日 茨城県土浦市 9
・長野市ポイ捨て等を防止し、ごみのないきれいなまちをつく
る条例の改正について

68 平成30年1月22日 福島県郡山市 7 ・健康長寿のまち「ながの」の取組について

69 平成30年1月26日 石川県金沢市 13 ・広域観光に関する取り組みについて

70 平成29年1月26日 千葉県千葉市 1 ・結婚応援ポータルサイトについて

71 平成30年1月29日 埼玉県加須市 9
・長野市農業アクションプランの策定と今後の事業展開につい
て

72 平成30年1月30日 宮城県塩竈市 7 ・議会運営及び議会改革の取り組みについて

73 平成30年1月30日 兵庫県姫路市 5 ・障害者差別解消法に関する取り組みについて
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２月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

74 平成30年2月2日 広島県呉市 1 ・公共施設マネジメント基金について

75 平成30年2月7日 栃木県宇都宮市 11 ・長野市地域公共交通網形成計画について

76 平成30年2月8日 岐阜県岐阜市 18 ・認知症初期集中支援チームについて

77 平成30年2月15日 広島県福山市 15 ・ながの版ネウボラについて

３月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

78 平成30年3月27日 千葉県八千代市 4
・新庁舎建設について
・一支所一モデル事業について


