
受入日 来訪都市 団体名 人数 視察項目

1 令和元年5月22日 大分県大分市 自由民主党 ほか 2 環長崎港夜間景観向上基本計画について

2 令和元年5月28日 岡山県倉敷市 建設消防委員会 11
JR長崎本線連続立体交差事業にかかる駅周辺の

整備事業について

3 令和元年７月12日 秋田県鹿角市 産業建設常任委員会 6 世界遺産を活用した観光政策について

4 令和元年７月19日 千葉県鎌ケ谷市 政友会 11 まちぶらプロジェクトについて

5 令和元年７月22日 北海道札幌市 総務委員会 14
人口減少対策について

市庁舎の建て替えについて

6 令和元年7月22日 愛知県春日井市 文教経済委員会 10 地域コミュニティのしくみづくりについて

7 令和元年７月23日 兵庫県姫路市 経済観光委員会 9 滞在型観光の推進について

8 令和元年7月23日 埼玉県川口市 福祉保健常任委員会 16 子育て支援センター「にじのくに」について

9 令和元年７月24日 茨城県 土木企業委員会 22
長崎市のまちづくり（景観まちづくり刷新支援事

業）について

10 令和元年７月24日 秋田県秋田市 秋水会 11 まちぶらプロジェクトについて

11 令和元年７月25日 宮城県名取市 公明名取 2
長崎版地域包括ケアシステム構築プロジェクトにつ

いて

12 令和元年７月25日
宮城県黒川郡

大和町
公明党 1

長崎版地域包括ケアシステム構築プロジェクトにつ

いて

13 令和元年７月29日 京都府宇治市 うじ未来 7 長崎市立図書館の取り組みについて

14 令和元年７月31日 埼玉県所沢市 立憲民主党 1
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

15 令和元年８月１日 岐阜県岐阜市 二三会 9 まちぶらプロジェクトの取り組みについて

16 令和元年８月２日 長野県飯田市 みらい 3 まちぶらプロジェクトの取り組みについて

17 令和元年８月８日 広島県広島市 議員有志 6 長崎伝習所カタリバ事業について

18 令和元年８月８日 大阪府堺市 公明党堺市議団 6

公共交通の活性化～乗合タクシーの運行～につい

て

世界遺産登録後の取組みと観光施策について

19 令和元年８月20日 山梨県甲州市 創生会 5
小中学校統廃合に向けた取り組み状況について

まちぶらプロジェクトについて

20 令和元年8月20日 岡山県岡山市 市民ネット 1 多機関型包括支援体制構築モデル事業について

21 令和元年10月３日 東京都府中市 自由民主党市政会 9 長崎市老朽危険空き家対策事業について

22 令和元年10月９日 千葉県千葉市 総務委員会 12 公共施設マネジメント推進プロジェクトについて
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23 令和元年10月９日 愛知県豊田市 自民クラブ議員団 6 長崎歴史文化博物館の整備・運営について

24 令和元年10月9日 長野県佐久市 総務文教委員会 9 地域コミュニティに関する取り組みについて

25 令和元年10月10日 香川県高松市 経済環境常任委員会 13
戦略的な企業立地推進による地域経済の活性化

について

26 令和元年10月10日 北海道帯広市 公明党 4 手話言語普及の取組みについて

27 令和元年10月15日 神奈川県鎌倉市 建設常任委員会 6 立地適正化計画について

28 令和元年10月16日 埼玉県志木市 議会運営委員会 8

長崎市新庁舎建設に伴う、新庁舎での議会運営

計画について

長崎市議会ＢＣＰ（業務継続計画）について

29 令和元年10月16日 福岡県遠賀郡遠賀町 第一常任委員会 8
乗合タクシーについて

琴海地区のデマンド交通について

30 令和元年10月17日 青森県八戸市 きずなクラブ 7 長崎市版DMOの取り組みについて

31 令和元年10月18日 埼玉県春日部市 建設委員会 11 長崎駅周辺再整備事業について

32 令和元年10月18日 徳島県徳島市 文教厚生委員会 8 包括ケアまちんなかラウンジについて

33 令和元年10月23日 福岡県福岡市 2

オーバーツーリズムに対する対策

国際関係に基づく、急激な訪日客の減少に対する

対応

その他観光・インバウンド等への対応

34 令和元年10月31日 広島県安芸郡府中町 議会運営委員会 9 長崎市議会BCP（業務継続計画）について

35 令和元年11月11日 神奈川県川崎市 文教委員会・健康福祉委員会 4 多機関型地域包括支援センターについて

36 令和元年11月12日 山口県萩市 蒼翔会 4 まち歩き観光「長崎さるく」について

37 令和元年11月12日 大分県宇佐市 求道会 4 小中一貫校の取り組みについて

38 令和元年11月12日 千葉県成田市 リベラル成田 4 議会の災害対応について

39 令和元年11月13日 千葉県成田市 リベラル成田 4 最新の図書館のあり方について

40 令和元年11月13日 沖縄県名護市 にぬふぁぶし名護 6
世界遺産登録に至る取組みとその後の観光客誘

致について

41 令和元年11月13日 茨城県筑西市 明政会 6 まちぶらプロジェクトについて

42 令和元年11月13日 兵庫県加古川市 福祉環境常任委員会 11 包括ケアまちんなかラウンジについて

43 令和元年11月13日 東京都練馬区 医療・病院整備等特別委員会 17 長崎みなとメディカルセンターについて
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44 令和元年11月14日 青森県八戸市 観光振興特別委員会 8 観光立国ショーケースについて

45 令和元年11月14日 神奈川県横浜市 市民・文化観光・消防委員会 16 まちぶらプロジェクトについて

46 令和２年１月14日 沖縄県沖縄市 会派躍進 5 世界遺産観光客受け入れの取り組みについて

47 令和２年１月17日 滋賀県守山市 新政会 8 老朽危険空き家対策事業について

48 令和２年１月21日 大阪府茨木市 公明党 3 まちぶらプロジェクトについて

49 令和２年１月23日 岐阜県可児市 会派きずな 6 まちんなかラウンジについて

50 令和２年１月23日 広島県東広島市 創生会 5
帰国・外国人児童生徒等に対するきめ細やかな支

援事業について

51 令和２年１月23日 三重県伊勢市 新政いせ 3 まちぶらプロジェクトについて

52 令和2年1月27日 滋賀県近江八幡市 創政会 8 まちぶらプロジェクトの取り組みについて

53 令和２年１月28日 兵庫県姫路市 議会運営委員会 14 政務活動費について

54 令和２年１月29日 東京都調布市 自由民主党創政会 4 平和教育について

55 令和2年１月30日 東京都調布市 自由民主党創政会 4 包括ケアまちんなかラウンジについて

56 令和２年１月30日 宮城県石巻市 産業建設委員会 8 まちぶらプロジェクトについて

57 令和２年１月30日 千葉県袖ケ浦市 市民クラブ 2 出島復元整備事業について

58 令和２年２月４日 東京都三鷹市 三鷹民主緑風会 4
平和関連事業について

まちぶらプロジェクトについて

59 令和２年２月４日 新潟県三条市 清風クラブ 6 包括ケアまちんなかラウンジについて

60 令和２年２月４日 大阪府高槻市 公明党議員団 4 乗り合いタクシーの運行について

61 令和２年２月５日 埼玉県川越市 文化教育常任委員会 11 小中連携教育について

62 令和２年２月５日 和歌山県和歌山市 建設企業委員会 11 JR長崎本線連続立体交差事業について

63 令和２年２月５日 東京都東大和市 公明党 4 長崎市平和事業の取り組みについて

64 令和２年２月６日 京都府舞鶴市 新政クラブ議員団 7 まちぶらプロジェクトについて

65 令和２年２月７日 愛知県豊橋市 自由民主党豊橋市議団 11

長崎市交流拠点施設の整備について

長崎市立小中学校の学校規模の適正化と適正配

置について
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66 令和２年２月７日 兵庫県尼崎市 公明党 6 まちぶらプロジェクトについて

67 令和２年３月23日 広島県 2
長崎市における被爆遺構（建物）の保存の取り

組み状況

485合計


