
平成30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30年4月11日 広島県呉市 5 ・長野市ジビエ振興計画について

2 平成30年4月13日 茨城県日立市 4 ・中心市街地遊休不動産活用事業について

3 平成30年4月19日 静岡県浜松市 5 ・市役所第一庁舎及び長野市芸術館建設事業について

4 平成30年4月25日 福島県福島市 13
・オリンピック・パラリンピック開催に向けた取り組み及び開
催後の状況について

５月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

5 平成30年5月9日 静岡県長泉町 11 ・健康長寿のまち「ながの」への取り組みについて

6 平成30年5月9日 東京都町田市 10 ・生活困窮者学習支援事業等について

7 平成30年5月14日 長野県高山村 15 ・サンマリーンながのについて

8 平成30年5月16日 兵庫県姫路市 9
・長野市都市内分権推進計画について
・芸術館現地視察

9 平成30年5月17日 愛知県岡崎市 10 ・第５次長野市総合計画について

10 平成30年5月22日 東京都葛飾区 12
・市民・事業者ともに取り組む環境施策
・温暖化対策の取組

６月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

11 平成30年6月27日 静岡県浜松市 10 ・マリッジサポート課による婚活等の取組について



平成30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

12 平成30年7月4日 北海道帯広市 7 ・オリンピック記念アリーナについて

13 平成30年7月4日 新潟県上越市 7 ・リノベーションについて

14 平成30年7月4日 大分県大分市 8 ・健康長寿のまち「ながの」の取組について

15 平成30年7月11日 鹿児島県鹿児島市 12
・ながのシティプロモーション推進プランについて
・市民参加型の公共施設マネジメントについて

16 平成30年7月18日 茨城県水戸市 11 ・長野市中央消防署について

17 平成30年7月18日 千葉県銚子市 5 ・健康長寿のまち「ながの」の取組について

18 平成30年7月20日 静岡県富士市 4
・「長野地域連携中枢都市圏」形成、「長野スクラムビジョ
ン」策定までの取組

19 平成30年7月24日 山形県天童市 5
・長野市子育てアプリ「すくすくなび」について
・ながのわくわく子育てメールについて

20 平成30年7月25日 埼玉県越谷市 1 ・公共交通について

21 平成30年7月25日 茨城県水戸市 3 ・中心市街地活性化の取組について

22 平成30年7月26日 東京都渋谷区 9
・認知症カフェへの支援
・認知症見守りＳＯＳネット事業
・若年性認知症への支援　等

23 平成30年7月27日 福島県福島市 5
・「ベジライフ宣言」について
・ながの健やかプラン２１について

24 平成30年7月30日 神奈川県横浜市 5 オリンピック・パラリンピックのレガシーの活用について

25 平成30年7月31日 秋田県 11
・南長野運動公園総合球戯場（長野Ｕスタジアム）の整備及び
運営状況について

８月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

26 平成30年8月1日 山形県山形市 3 ・南長野運動公園について

27 平成30年8月2日 静岡県藤枝市 9 ・認知症初期集中支援チームについて

28 平成30年8月2日 埼玉県 16 ・大会企画・誘致ノウハウや五輪レガシーの継承について

29 平成30年8月6日 埼玉県坂戸市 9 ・中心市街地活性化基本計画について

30 平成30年8月8日 福島県福島市 4 ・新庁舎建設について
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１０月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

31 平成30年10月2日 埼玉県日高市 9 ・認知症初期集中支援チームについて

32 平成30年10月3日 山形県鶴岡市 8 ・長野市芸術館について

33 平成30年10月3日 福岡県芦屋町 8 ・地方独立行政法人長野市民病院に対する議会の関与について

34 平成30年10月10日 島根県松江市 9 ・長野駅善光寺口駅前広場整備について

35 平成30年10月10日 群馬県大泉町 8 ・認知症初期集中支援チームについて

36 平成30年10月10日 静岡県三島市 5 ・市役所第一庁舎及び長野市芸術館について

37 平成30年10月10日 宮崎県宮崎市 13 ・空き家対策について

38 平成30年10月11日 広島県三次市 8
貴市における鳥獣被害対策とジビエに対する取組について
・ジビエ振興計画の内容について
・ジビエ振興計画の推進上の課題と成果について

39 平成30年10月12日 山梨県甲府市 10
・連携中枢都市圏構想及び長野地域スクラムビジョン（長野地
域連携中枢都市圏ビジョン）について

40 平成30年10月17日 神奈川県相模原市 3 ・市役所第一庁舎及び長野市芸術館について

41 平成30年10月18日 奈良県大和郡山市 6 ・松代地域における観光行政について

42 平成30年10月19日 静岡県掛川市 9 ・住民自治協議会について

43 平成30年10月22日 神奈川県藤沢市 11
・公共施設再配置地区別ワークショップについて
・芸術館現地視察

44 平成30年10月23日 茨城県常総市 14
・道路維持補修等に係る包括契約及び地域維持型契約方式につ
いて
・中心市街地遊休不動産活用事業について

45 平成30年10月23日 富山県魚津市 9

駅前周辺整備について（信濃吉田駅周辺）
　・橋上駅舎整備について
　・市街地再開発事業の効果について
　　　（現在の状況等）

46 平成30年10月24日 秋田県秋田市 11 ・長野Ｕスタジアムについて

47 平成30年10月24日 栃木県下野市 11 ・長野駅善光寺口駅前広場整備事業について

48 平成30年10月24日 東京都足立区 8 ・環境こどもサミット等の環境教育の取組について

49 平成30年10月30日 栃木県日光市 8 ・観光施策について

50 平成30年10月31日 千葉県市川市 15 ・こども広場　事業について

51 平成30年10月31日 滋賀県大津市 12 ・住民自治協議会の取組と活動支援について
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１１月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

52 平成30年11月1日 山口県柳井市 7
・国民健康保険の運営について
・特定健診受診率向上への取組について

53 平成30年11月6日 香川県高松市 2 ・健康長寿のまち「ながの」への取組について

54 平成30年11月7日 福島柳津町 7
・信州新町羊牧場の運営状況、運営方法及び地域おこし協力隊
の羊牧場の関わり等について

55 平成30年11月8日 佐賀県鳥栖市 9 ・中心市街地の活性化の取り組みについて

56 平成30年11月13日 北海道旭川市 1 ・空き家対策について

57 平成30年11月14日 東京都小平市 5 ・第五次長野市総合計画について

58 平成30年11月14日 新潟県南魚沼市 4 ・マリッジサポート課の婚活支援の取組について

59 平成30年11月15日 沖縄県 6 ・地域公共交通について

60 平成30年11月16日 石川県金沢市 3 ・長野市立小中学校クール化プロジェクトについて

２月分

№ 視察日 団体 人数 視察内容

61 平成31年2月7日 青森県青森市 1 ・除排雪システムについて


