
行政視察受け入れ状況（平成 30年） 

平成 30 年 12月 31日現在 

月  日 団体名 視察項目 

１月 15日 下関市 子ども子育て事業 

１月 16日 知多市 アオーレ長岡 

１月 22日 

１月 23日 
箕面市 防災対策、防災センター、中心市街地再開発・活性化 

１月 23日 川崎市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

１月 26日 八王子市 空き家対策 

１月 30日 牛久市 交通政策、福祉輸送サービス 

２月１日 鈴鹿市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

〃 枚方市 中心市街地再開発・活性化 

２月１日 

２月２日 
龍ケ崎市 議会改革の取り組み、ながおか・若者・しごと機構 

２月８日 青森市 総合窓口及び案内表示 

４月４日 山口県 アオーレ長岡 

４月 10日 釧路市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

４月 24日 福井市 除雪体制 

４月 27日 大分市 生ごみバイオガス化事業 

５月８日 青森市 除雪体制 

５月 15日 長野市 中心市街地再開発・活性化 

〃 菊陽町 アオーレ長岡 

５月 16日 館林市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

５月 17日 福島市 アオーレ長岡 

〃 湖西市 コンパクトシティ、立地適正化計画 

５月 18日 今治市 防災対策、防災センター 

〃 諫早市 アオーレ長岡、子育ての駅 

５月 23日 川西町 アオーレ長岡、議会棟 

〃 宇部市 生ごみバイオガス化事業 

６月 28日 宮崎市 アオーレ長岡 

７月２日 前橋市 アオーレ長岡 

７月３日 習志野市 子育ての駅 

７月５日 越谷市 空き家対策 

〃 多摩市 アオーレ長岡、子育ての駅 

〃 九度山町 山古志復興状況、おらたる、復旧・復興 

７月６日 ふじみ野市 生ごみバイオガス化事業 

７月 10日 豊田市 公共建築物等における木材利用の促進 

７月 10日 
７月 11日 

松川村 
山古志復興状況、おらたる、復旧・復興 
ネウボラ、インクルーシブ教育、アオーレ長岡 



月  日 団体名 視察項目 

７月 11日 渋谷区 アオーレ長岡 

７月 24日 

７月 25日 
ひたちなか市 防災対策、防災センター、原子力災害に備えた避難計画 

〃 佐世保市 生ごみバイオガス化事業 

７月 26日 福島市 スポーツ推進条例 

７月 31日 入善町 
中心市街地再開発・活性化、アオーレ長岡 

多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、てくてく 

〃 中津市 災害対策本部会議室、防災情報システム 

８月９日 四日市市 ながおか・若者・しごと機構 

８月 21日 伊達市 消防本部庁舎、女性消防吏員活躍推進の取り組み 

10月２日 佐伯市 アオーレ長岡 

10月３日 川越市 熱中！感動！夢づくり教育 

〃 玉村町 空き家対策事業 

10月４日 関市 議会施設、親子傍聴席、議会改革・活性化の取り組み 

10月９日 大泉町 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

〃 松崎町 防災対策、防災センター 

10月 10日 福島市 アオーレ長岡 

〃 伊豆の国市 子育ての駅 

〃 稲城市 スポーツ推進条例 

〃 市原市 長岡花火財団における長岡まつり大花火大会の運営 

10月 11日 筑紫野市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

10月 15日 おいらせ町 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、アオーレ長岡 

10月 16日 北区 シティプロモーション 

〃 高森町 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、防災システム、てくてく 

10月 17日 東伊豆町 ながおか・若者・しごと機構 

10月 18日 東村山市 地消・地産の推進 

10月 19日 川崎市 議会運営、議会改革、政策条例制定の取り組み 

10月 22日 船橋市 バスケを核とした市民協働のまちづくり 

10月 23日 和光市 生ごみバイオガス化事業 

10月 24日 目黒区 中心市街地再開発・活性化、耐震改修促進計画 

10月 25日 目黒区 学校図書館の機能強化 

10月 26日 足立区 ながおか・若者・しごと機構 

10月 29日 立科町 住宅リフォーム支援事業、企業誘致 

〃 富士宮市 生ごみバイオガス化事業 

10月 31日 大津市 総合窓口、多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 



合計  ８７団体、７３５人 

 

 

月  日 団体名 視察項目 

10月 31日 東根市 シティプロモーション 

11月 5日 練馬区 川口復興状況、復旧・復興、防災対策 

11月 6日 三木市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、アオーレ長岡 

〃 豊橋市 バスケを核とした市民協働のまちづくり 

11月 7日 木城町 山古志復興状況、おらたる、復旧・復興 

〃 和歌山県 中心市街地再開発・活性化、アオーレ長岡 

11月 12日 甲州市 ながおか・若者・しごと機構 

11月 13日 八雲町 アオーレ長岡 

〃 気仙沼市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

〃 金山町 防災対策、山古志復興状況、おらたる、復旧・復興 

11月 14日 仙台市 アオーレ長岡 

〃 鎌倉市 生ごみバイオガス化事業 

11月 15日 北九州市 長岡花火を活用した観光施策 

〃 由布市 アオーレ長岡、多世代健康まちづくり、タニタカフェ 

〃 御船町 生ごみバイオガス化事業 

11月 16日 
松塩地区 

広域施設組合 生ごみバイオガス化事業 

〃 福井市 除雪体制 

〃 沖縄市 アオーレ長岡 

11月 19日 旭川市 アオーレ長岡 

11月 22日 倉敷市 スポーツを核にしたまちづくり、スポーツツーリズムの推進 

〃 福岡市 伝統工芸後継者育成事業補助金 


