
受入日 来訪都市 団体名 人数 視察項目

1 平成30年4月16日 兵庫県高砂市 新政会 5 老朽危険空き家対策について

2 平成30年4月23日 千葉県柏市 護憲市民会議 1
小中一貫教育について

（青潮学園の現地視察）

3 平成30年4月23日 北海道札幌市 民主市民連合議員会 14
長崎市の平和事業について

長崎原爆資料館について

4 平成30年4月25日 青森県青森市
自民清風会、

新政無所属の会
7 小中連携教育について

5 平成30年4月26日 青森県青森市 社民党 3 包括ケアまちんなかラウンジ運営事業について

6 平成30年4月26日 大阪府大阪市 公明党 5

クルーズ船の受け入れに向けた取り組みについて

国際観光客誘致プロジェクトについて

地域コミュニティのしくみづくりプロジェクトについて

7 平成30年4月27日 広島県呉市 議会運営委員会 6 議会運営・議会改革について

8 平成30年5月9日 愛知県岡崎市 民政クラブ 4 出島表門橋完成の効果について

9 平成30年5月10日 大阪府松原市 総務建設委員会 12 包括ケアまちんなかラウンジについて

10 平成30年5月10日 山形県山形市 産業文教委員会 7 国際観光客誘致プロジェクトについて

11 平成30年5月11日 大阪府箕面市 公明党 3 長く元気で！プロジェクトについて

12 平成30年5月11日 山形県山形市 産業文教委員会 7 グリーンツーリズムの取り組みについて

13 平成30年5月14日 鳥取県鳥取市 総務企画委員会 10 地域コミュニティに関する取り組みについて

14 平成30年5月15日 兵庫県神戸市 公明党神戸市会議員団 4 長崎市ＭＩＣＥ施設のＰＦＩについて

15 平成30年5月16日 富山県射水市 産業建設常任委員会 8 長崎帆船まつりについて

16 平成30年5月17日 茨城県神栖市 都市環境委員会 8 生活環境行政について（空家対策について）

17 平成30年5月18日 香川県観音寺市 総務委員会 8 地域コミュニティ事業について

18 平成30年5月25日 兵庫県赤穂市 民生生活委員会 8
長く元気で！プロジェクト

～健康寿命を延ばそう！～について

19 平成30年5月30日 山形県山形市 環境建設委員会 6 長崎市の景観まちづくりについて

20 平成30年6月６日 埼玉県 警察危機管理防災委員会 16 国民保護対策について

21 平成30年6月26日 神奈川県藤沢市 民主クラブ 1 坂の町長崎の高齢者福祉について

22 平成30年7月２日 千葉県佐倉市 さくら会 12 地域コミュニティのしくみづくりプロジェクトについて

23 平成30年7月２日 長野県長野市 新友会 3
地域包括ケア・長崎市包括ケアまちんなかラウンジ

について
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24 平成30年7月３日 愛知県豊橋市 まちフォーラム 4 インバウンド政策と公共交通の活用について

25 平成30年7月４日 静岡県熱海市 観光建設公営企業委員会 9 観光政策について

26 平成30年7月５日 東京都東久留米市 自民クラブ 5

長崎市議会BCP（業務継続計画）～災害時行

動計画～

長く元気で！プロジェクト～健康寿命を延ばそう！

～

27 平成30年７月５日 東京都文京区 文教委員会 10 長崎市立図書館の取組に関する調査・研究

28 平成30年７月６日 東京都文京区 文教委員会 9
長崎市歴史的文化遺産の保存・活用方針に関す

る調査・研究

29 平成30年7月12日 神奈川県秦野市 創秦クラブ 3 まちぶらプロジェクトについて

30 平成30年7月12日 大阪府大阪市 公明党大阪市会議員団 3 出島復元整備事業について

31 平成30年7月13日 東京都小平市 フォーラム小平 6
地域包括ケアまちんなかラウンジ運営事業

について

32 平成30年7月17日 大阪府岸和田市 自民クラブ 4 地域包括ケアまちんなかラウンジについて

33 平成30年7月18日 千葉県木更津市 一新の会 3 長崎市新市庁舎建設事業について

34 平成30年7月18日 滋賀県栗東市 新政会 4 世界遺産登録と観光振興について

35 平成30年7月18日 山口県下関市 議員有志 3

契約（入札）に関して

スポーツ推進委員について

学力向上の取組

いじめ防止

36 平成30年7月24日 東京都足立区 公明党 4 まちぶらプロジェクトについて

37 平成30年7月25日 愛知県小牧市 政道クラブ 3 長崎市よかまちづくり基本条例について

38 平成30年7月26日 神奈川県横浜市 公明党横浜市会議員団 5 国際平和への貢献、市民への啓発について

39 平成30年7月26日 神奈川県大和市
自民党・新政クラブ、

明るいみらい大和
5 長崎市立図書館について

40 平成30年7月30日 沖縄県那覇市 なはの翼ｆ協働 3 景観アドバイザー制度について

41 平成30年7月31日 沖縄県那覇市 なはの翼ｆ協働 3 フッ化物洗口の取り組みについて

42 平成30年8月1日 福岡県北九州市
北九州市議会

公明党議員団
11

長崎原爆資料館について

傾斜地ごみ収集について

世界遺産の軍艦島について

43 平成30年8月1日 奈良県天理市 経済産業委員会 7
まち歩き観光長崎さるく事業

出島和蘭商館復元整備事業

44 平成30年8月2日 山口県山口市

自由民主党山口、

継続力の会、

自民新交会

11 まちぶらプロジェクトについて

45 平成30年8月2日 福岡県北九州市
北九州市議会

公明党議員団
3

観光立国ショーケースについて

ラグビーワールドカップ公認キャンプ地について
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46 平成30年8月8日 愛知県一宮市 公明党 5 在宅支援リハビリセンター推進事業の活用について

47 平成30年8月8日 広島県広島市 6 包括ケアまちんなかラウンジについて

48 平成30年8月9日 兵庫県高砂市 新政会、民主クラブ 2 出島復元整備事業について

49 平成30年8月10日 兵庫県高砂市 民主クラブ 1 市民病院の経営形態変更及び建替について

50 平成30年8月16日 愛知県豊橋市 まちフォーラム 1 長崎市地域コミュニティ連絡協議会について

51 平成30年8月21日 福岡県北九州市 ハートフル北九州 4 老朽危険空き家対策事業について

52 平成30年8月23日 大阪府豊中市 公明党豊中市議会議員団 5 包括ケアシステムについて

53 平成30年8月29日 鹿児島県鹿児島市 自民みらい 1 長崎市版ＤＭＯについて

54 平成30年9月26日 秋田県能代市 平政・公明党 6 空家対策について

55 平成30年9月27日 福井県坂井市 政友会 4 長崎市西工場について

56 平成30年10月１日 群馬県太田市 公明クラブ 4 まちぶらプロジェクトについて

57 平成30年10月２日 山形県米沢市 明誠会 4
まちぶらプロジェクトについて

世界遺産を活用した観光インバウンドについて

58 平成30年10月９日 愛媛県新居浜市 1 包括ケアまちんなかラウンジ運営事業について

59 平成30年10月11日 愛知県豊田市 公明党豊田市議団 2
長崎歴史文化博物館　指定管理者による運営に

ついて

60 平成30年10月11日 島根県松江市 総務委員会 10

スポーツを活かしたまちづくりについて

まちぶらプロジェクトについて

職員力アップをめざす取り組みについて（資料恵

与）

新庁舎建設基本設計について（資料恵与）

61 平成30年10月18日 福岡県 中部十市議会議長会 32

国際観光客誘致プロジェクトについて

長崎国際観光コンベンション協会の取り組みについ

て

62 平成30年10月31日 東京都荒川区 建設環境委員会 13 老朽危険空き家対策について

63 平成30年10月31日 岐阜県岐阜市 厚生委員会 9 長崎市子どもを守る条例について

64 平成30年10月31日 山口県下関市 志誠会 6 世界遺産登録の取組について

65 平成30年10月31日 山形県上山市 野の花 2 まち歩き観光「長崎さるく」について

66 平成30年10月31日 埼玉県川口市 議会運営委員会 18 長崎市議会BCP（業務継続計画）について

67 平成30年11月１日 東京都荒川区 建設環境委員会 13
長崎西工場について

ながさきエコライフの取り組みについて

68 平成30年11月１日 東京都府中市 議会運営委員会 14 議会運営の概要について
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69 平成30年11月２日 千葉県野田市 総務委員会 9 行政サテライト機能再編成プロジェクトについて

70 平成30年11月５日 神奈川県川崎市 みらい 3 まち歩き観光長崎さるく事業について

71 平成30年11月６日 宮崎県延岡市 議会事務局職員 3
議会ＢＣＰの策定について

議会インターネット中継、YouTube中継について

72 平成30年11月８日 千葉県市川市 行徳臨海部特別委員会 15
第３次長崎市水産振興計画に基づく取り組みにつ

いて

73 平成30年11月８日 愛知県知立市 立志会 8 地域コミュニティのしくみづくりプロジェクトについて

74 平成30年11月８日 神奈川県茅ヶ崎市 市民自治の会 5 空き家条例及び空き家対策について

75 平成30年11月８日 三重県伊勢市 議会運営委員会 11 議会ＢＣＰ（業務継続計画）について

76 平成30年11月９日 静岡県磐田市 建設産業委員会 10 観光振興について

77 平成30年11月９日 東京都中野区 子ども文教委員会 10 長崎市立図書館について

78 平成30年11月12日 滋賀県彦根市
夢みらい、

公明党彦根市議団
6

長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に係る

世界文化遺産登録の活動について

79 平成30年11月12日 茨城県土浦市 創政会 9 まちぶらプロジェクトについて

80 平成30年11月13日 大分県大分市 自由民主党 2 第４次長崎市経済成長戦略について

81 平成30年11月14日 広島県広島市 建設委員会 10 まちぶらプロジェクトについて

82 平成30年11月14日 愛知県安城市 安城創生会 12 新庁舎建設事業について

83 平成30年11月14日 埼玉県本庄市 市議団　大地 5 空き家対策事業について

84 平成30年11月14日 群馬県伊勢崎市 正論の会 1 空き家対策事業について

85 平成30年11月22日 福岡県糸島市 3
長崎市の観光行政及びＤＭＯの取り組みについて

長崎国際観光コンベンション協会について

86 平成30年12月19日 長野県上田市 新生会 11 地域ＤＭＯによるインバウンド誘客の実践について

87 平成31年１月22日 栃木県那須塩原市 那須塩原クラブ 7
老朽危険空き家対策について

まちぶらプロジェクトについて

88 平成31年１月24日 福島県いわき市 政策総務常任委員会 10 公共施設マネジメントの取り組みについて

89 平成31年１月28日 愛知県豊川市 清風会 5 包括ケアまちんなかラウンジ運営事業について

90 平成31年１月29日 青森県青森市 自民・志政会 3 まちぶらプロジェクトについて

91 平成31年2月1日 茨城県ひたちなか市 日新クラブ 5 まちぶらプロジェクトについて

92 平成31年2月4日 愛媛県松山市 フロンティアまつやま 2

上下水道事業の統合について

下水道の不明水対策について

水道施設の最大稼働率及び経常費用に占める職

員給与費、委託費の割合

93 平成31年2月4日 岐阜県各務原市 政和クラブ 8
まちぶらプロジェクトについて

平和学習事業について



平成30年度　行政視察受入実績

94 平成31年2月6日 福井県敦賀市 市政会 7
新市庁舎設計に係る基本設計、安全対策、議会

フロアの設計について

95 平成31年2月7日 京都府長岡京市 輝 5 まちぶらプロジェクトについて

96 平成31年2月7日 東京都西多摩郡瑞穂町 公明党 3 包括ケアまちんなかラウンジ運営事業について

627合計


