
行政視察受け入れ状況（平成 28年） 
平成 28 年 12月 31日現在 

月  日 議会名 視察項目 

１月 ７日 川口市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

１月 12日 岡崎市 長岡版「ネウボラ」 

１月 19日 清瀬市 アオーレ長岡 

１月 20日 村上市 「乾杯条例」の取り組み 

１月 20日 

21日 
京都府 

きおくみらい、子育ての駅、 

多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

２月 ２日 
自由民主党 

福島県議会議員会 
中心市街地再開発・活性化、子育ての駅 

２月 ４日 越前市 アオーレ長岡 

２月 ４日 

   ５日 

仙台市・富谷町  

広域行政協議会 
周辺市町との広域連携、子育ての駅 

２月 ９日 筑西市 中心市街地再開発・活性化 

〃 野木町 
多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、 

熱中！感動！夢づくり教育 

４月 11日 

  12日 
藤枝市・焼津市 生ごみバイオガス化事業、中心市街地再開発・活性化 

４月 12日 新潟県 公共建築物への木材利用 

４月 21日 座間市 生ごみバイオガス化事業 

４月 22日 新居浜市 中心市街地再開発・活性化 

４月 26日 長崎市 子育ての駅 

５月 10日 我孫子市 アオーレ長岡 

５月 11日 横浜市 アオーレ長岡 

〃 昭島市 子育ての駅 

〃 守山市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、休日保育の実施 

５月 12日 亀岡市 防災対策、防災センター 

〃 村山市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、子育ての駅 

５月 16日 橿原市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

５月 17日 日南市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

〃 寒川町 空き家バンク 

５月 17日 

  18日 
唐津市 アオーレ長岡、防災対策、防災センター 

５月 18日 出雲市 インクルーシブ教育システム構築モデル事業 

５月 19日 太田市 アオーレ長岡 

〃 柏崎市 放置自動車の発生の防止及び処理に関する条例 



月  日 議会名 視察項目 

５月 20日 柏市 中心市街地再開発・活性化 

５月 23日 大田原市 アオーレ長岡 

５月 24日 守谷市 アオーレ長岡 

５月 25日 有田市 生ごみバイオガス化事業 

〃 和歌山市 アオーレ長岡、多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

５月 26日 阿南市 アオーレ長岡 

〃 真岡市 アオーレ長岡 

６月 ６日 田上町 生ごみバイオガス化事業 

６月 30日 飯田市 地域包括ケアシステム 

７月 19日 八潮市 アオーレ長岡 

７月 20日 
川越地区 

消防組合議会 
長岡市消防本部 

〃 京田辺市 中心市街地再開発・活性化 

７月 21日 三島市 防災対策、防災センター 

７月 22日 横浜市 市民協働の取り組み 

７月 25日 長久手市 アオーレ長岡 

〃 韮崎市 防災対策、防災センター 

７月 26日 平塚市 中心市街地再開発・活性化 

〃 長浜市 アオーレ長岡 

〃 吹田市 アオーレ長岡 

７月 27日 田原市 子育ての駅、生ごみバイオガス化事業 

〃 西尾市 学校給食調理の民間委託 

〃 松江市 防災対策・防災センター 

７月 28日 豊田市 長岡版「ネウボラ」 

〃 長泉町 アオーレ長岡 

７月 28日 

  29日 
津市 

多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、 

きおくみらい、山古志復興状況、おらたる 

〃 阿蘇市町村議長会 
山古志復興状況、おらたる、復旧・復興、 

防災対策、防災センター 

８月 ５日 伊勢市 中心市街地再開発・活性化 

８月 ８日 米原市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、子育ての駅 

８月 10日 所沢市 議会改革、議会運営 

〃 市原市 生ごみバイオガス化事業 

８月 17日 大野城市 議員提案の政策条例 



月  日 議会名 視察項目 

８月 17日 魚沼市 議場設備決定までの経緯 

８月 18日 多治見市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、アオーレ長岡 

８月 19日 各務原市 防災対策 

〃 産山村 震災復旧・復興、山古志復興状況、おらたる 

９月 ８日 長野県 子育ての駅、防災センター 

10月 ３日 柏崎市 小学校における難聴児童支援 

10月 ４日 墨田区 
熱中！感動！夢づくり教育、 

インクルーシブ教育システム構築モデル事業 

10月 ５日 綾瀬市 学校・子どもかがやき塾、まちなかキャンパス長岡 

10月 11日 熊本県 震災復旧・復興 

10月 12日 佐倉市 中心市街地再開発・活性化 

〃 天理市 防災対策、防災センター 

10月 13日 宮崎市 防災対策、防災センター 

〃 当別町 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

10月 17日 古河市 アオーレ長岡 

10月 18日 大分市 議会運営、議会中継 

〃 野々市市 地域包括ケア、子育ての駅、母子手帳発行の取り組み 

10月 19日 紀の川市 防災対策、防災センター 

〃 宇城市 震災復旧・復興、きおくみらい 

10月 20日 桐生市 子育ての駅、多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

〃 鹿児島市 柿川放水路事業 

10月 26日 岐阜市 中心市街地再開発・活性化 

〃 須坂市 議会中継 

〃 甲佐町 山古志復興状況、おらたる 

10月 27日 行田市 生ごみバイオガス化事業 

10月 28日 熊取町 熱中！感動！夢づくり教育 

〃 台東区 中心市街地再開発・活性化 

10月 31日 大垣市 子育ての駅 

11月 １日 大和市 子育ての駅 

〃 春日市 生ごみバイオガス化事業 

〃 熊本県 山古志復興状況、おらたる 

11月 ２日 伊達市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

〃 松戸市 中心市街地再開発・活性化 

11月 ７日 杉戸町 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 



 

合計 １１４団体、９２１人 

 

月  日 議会名 視察項目 

11月 ７日 知立市 子育ての駅 

11月 ８日 徳島市 生ごみバイオガス化事業 

〃 富士見市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ、子育ての駅 

11月 ９日 磐田市 防災対策・防災センター 

11月 10日 府中市 中心市街地再開発・活性化 

〃 茂原市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

11月 11日 福島市 地域包括ケアシステム 

〃 安曇野市 市民体育館 

11月 14日 太田市 多世代健康まちづくり事業、タニタカフェ 

11月 14日 

    15日 
御船町 震災復旧・復興、きおくみらい、山古志復興状況、おらたる 

11月 15日 岡山市 ながおか・若者・しごと機構、移住・定住支援 

〃 氷川町 山古志復興状況、おらたる 

11月 16日 阿賀町 栃尾最終処分場 

〃 阿蘇市 山古志復興状況、おらたる 

〃 大和郡山市 中心市街地再開発・活性化 

11月 17日 日野市 小水力発電設備の設置 

〃 南阿蘇村 震災復旧・復興、きおくみらい、山古志復興状況、おらたる 

〃 姫路市 アオーレ長岡 

11月 18日 市川市 防災対策 

〃 横須賀市 アオーレ長岡、市立学校特別教室の開放 

12月 27日 滋賀県 アオーレ長岡 


