
平成23年度版全国都市の特色ある施策集 
 

市議会施策システム閲覧状況調査結果 

 

全国市議会議長会 調査広報部 

＜平成23年9月30日～平成26年3月31日＞ 



 この調査は、本会編集の書籍「平成23年度版全国都市の特色ある施策集」の内
容をＷＥＢ公開している本サイト「市議会施策システム」において、全施策1,164件を
対象とした閲覧件数を月別にとりまとめたものである。 

 平成22年4月１日現在における全809都市を対象に、平成22年8月～同年
11月に寄稿いただいた施策を掲載。 
 ・掲載都市数：497都市 
 ・掲載施策数：1,164件 
 ・全国都市の特色ある施策集刊行日：平成23年9月30日 
 ・市議会施策システム公開日：平成23年9月30日 

 平成23年度版全国都市の特色ある施策集概要 

 回答都市の件数と比率 

回答あり 

（施策あり） 

61.4% 

回答あり 

（施策なし） 

2.8% 

回答なし 

35.7% 

回答都市比率 

 回答方法の件数と比率 

市議会 

施策シス 

テム入力 
94% 

メール 

5.6% 
郵送 

0.5% 

回答方法比率 市議会施策システム入力 1,128件

メール 67件

郵送 6件

ＦＡＸ 0件

総回答数 1,201件

回答あり 519都市

施策あり 497都市

施策なし 22都市

回答なし 290都市
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 掲載施策の分野別件数と比率 
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第1章市議会 23 件 

第2章 福祉・医療・介護  175 件 

  （第2章 高齢者） (38 件) 

  （第2章 障がい者）  (36 件) 

  （第2章 児童・青少年・家庭）  (88 件) 

  （第2章 その他）  (13 件) 

第3章 民間活力導入 18 件 

第4章 雇用・労働 6 件 

第5章 男女共同参画 5 件 

第6章 教育 117 件 

第7章 文化・歴史・スポーツ 77 件 

第8章 協働・市民活動 104 件 

第9章 広報・公聴・情報化 12 件 

第10章 環境  99 件 

  （第10章 廃棄物）  (67 件) 

  （第10章 自然その他）  (32 件) 

第11章 産業・観光・交流 289 件 

第12章 安全・防災 41 件 

第13章 交通・運輸 56 件 

第14章 行財政改革・事務改善 42 件 

第15章 まちづくり構想 64 件 

第16章 その他 36 件 

1,164 件 

施策分野16章 

（小項目6項目） 
分野 比率 



 23年度分野別閲覧件数推移 
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※比率は少数第一位を四捨五入 

138,013件 （平成23年9月30日～平成26年3月31日） 

 

 総閲覧件数 



 24年度分野別閲覧件数推移 
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※比率は少数第一位を四捨五入 



 25年度分野別閲覧件数推移 
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※比率は少数第一位を四捨五入 

閲覧数 前月比 閲覧数 前月比 閲覧数 前月比 閲覧数 前月比

第1章　市議会 555 - 600 108% 325 54% 370 114% 1,850 4%

第2章　福祉・医療・介護　 3,136 - 2,941 94% 1,480 50% 1358 92% 8,915 17%

 　（第2章　高齢者） 931 - 843 91% 436 52% 469 108% 2,679 30%

 　（第2章　障がい者）　 179 - 195 109% 143 73% 95 66% 612 7%

 　（第2章　児童・青少年・家庭）　 1,372 - 1,163 85% 567 49% 530 93% 3,632 41%

 　（第2章　その他）　 654 - 740 113% 334 45% 264 79% 1,992 22%

第3章　民間活力導入 370 - 350 95% 264 75% 139 53% 1,123 2%

第4章　雇用・労働 72 - 84 117% 62 74% 67 108% 285 1%

第5章　男女共同参画 46 - 57 124% 52 91% 29 56% 184 0%

第6章　教育 1,969 - 1,963 100% 1,112 57% 912 82% 5,956 11%

第7章　文化・歴史・スポーツ 907 - 852 94% 531 62% 392 74% 2,682 5%

第8章　協働・市民活動 1,447 - 1,466 101% 764 52% 597 78% 4,274 8%

第9章　広報・公聴・情報化 162 - 171 106% 55 32% 42 76% 430 1%

第10章　環境　 1,068 - 1,422 133% 689 48% 599 87% 3,778 7%

 　（第10章　廃棄物）　 385 - 526 137% 238 45% 219 92% 1,368 36%

 　（第10章　自然その他）　 683 - 896 131% 451 50% 380 84% 2,410 64%

第11章　産業・観光・交流 4,010 - 5,024 125% 2,315 46% 2058 89% 13,407 25%

第12章　安全・防災 529 - 580 110% 177 31% 264 149% 1,550 3%

第13章　交通・運輸 793 - 715 90% 329 46% 285 87% 2,122 4%

第14章　行財政改革・事務改善 651 - 719 110% 331 46% 238 72% 1,939 4%

第15章　まちづくり構想 1,037 - 1,141 110% 404 35% 325 80% 2,907 6%

第16章　その他 370 - 432 117% 273 63% 177 65% 1,252 2%

17,122 - 18,517 108% 9,163 49% 7852 86% 52,654 100%

施策分野16章（小項目6項目）
4・5・6月

合計 比率
7・8・9月 10・11・12月 1・2・3月



 分野別閲覧上位事業（平成25年4･5･6月） 
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都道府県 都市名 事業名 閲覧件数
第1章　市議会

北海道 小樽市 議会報告・意見交換会 73
山形県 山形市 「市議会報　音声コード版」発行事業 38
三重県 鳥羽市 ソーシャルメディアを活用した市議会広報 32
大分県 中津市 本会議及び常任委員会においての説明員の出席 31
福島県 会津若松市 議会基本条例をツールとした政策形成サイクルの構築・運用 30
神奈川県 川崎市 ディスプレイを使用した質問の実施等 29
東京都 稲城市 常任委員会の特定所管事務調査 29
長野県 須坂市 市議会活性化に向けた議会改革 29
大阪府 大阪市 委員会のインターネット生中継 28
福島県 須賀川市 継続調査事件の具体化（事件の特定）と申し出にかかる本会議における委員長報告 27

第2章　福祉・医療・介護
高齢者

北海道 小樽市 小樽・北しりべし成年後見センターの設置 120
鳥取県 米子市 認知症予防事業 92
東京都 港区 救急情報の活用支援事業 72
新潟県 新潟市 新潟市地域交流活動(地域の茶の間）助成事業 44
北海道 旭川市 いきいきセンター神楽・神楽保育所複合施設 40
北海道 赤平市 あかびら・地域まるごと元気アッププログラム 29
福岡県 大野城市 高齢者移動支援事業 29
福岡県 大牟田市 地域認知症ケアコミュニティ推進事業 28
鹿児島県 志布志市 元気はつらつ志民健康づくり事業 27
広島県 三原市 認知症対策 24

障がい者
愛知県 日進市 障害者総合支援 21
山口県 宇部市 障害者就労ワークステーション 21
宮城県 仙台市 仙台市発達相談支援センター 17
滋賀県 湖南市 発達支援システム 17
大阪府 吹田市 吹田市立こども支援交流センター（キッズほうぷ）通園療育・地域療育支援事業 16
神奈川県 茅ヶ崎市 店舗活用型就労支援事業 15
広島県 東広島市 子育て・障害総合支援センター（はあとふる） 14
福島県 いわき市 障がい者チャレンジ雇用推進事業 13
神奈川県 横須賀市 特例子会社誘致・設立支援事業 13
埼玉県 本庄市 発達教育支援センター事業 10

児童・青少年・家庭
神奈川県 伊勢原市 子どもの成長に応じた相談支援機能の充実（児童相談センターの設置） 135
北海道 稚内市 幼保一元化事業 129
大阪府 和泉市 特定不妊治療費助成事業 103
千葉県 千葉市 こどもの参画推進事業 39
北海道 北広島市 地域子育て支援センター｢あいあい｣ 36
神奈川県 横浜市 NPO法人等を活用した家庭的保育事業 35
福岡県 北九州市 赤ちゃんの駅登録事業 35
新潟県 阿賀野市 子育て応援カード事業 20
兵庫県 尼崎市 子ども家庭相談支援体制整備事業（スクールソーシャルワーク） 18
鹿児島県 鹿児島市 すこやか子育て交流館（愛称：りぼんかん） 18

その他
北海道 釧路市 生活保護自立支援プログラム 94
島根県 浜田市 介護人材確保・定着対策事業 63
愛知県 豊橋市 保健所・保健センター及びこども発達センター管理運営事業 36
兵庫県 西脇市 地域医療再生に向けて 36
福岡県 大牟田市 大牟田市災害時等要援護者支援制度（ご近所支え合いネット） 30
大分県 大分市 健康推進員地域活動事業 21
宮城県 大崎市 大崎市病院群輪番制運営事業 20
静岡県 御殿場市 御殿場市民交流センター事業 20
三重県 津市 津市救急遠隔画像診断システム整備事業について 19
秋田県 横手市 「健康の駅」推進事業 18

第3章　民間活力導入
　 岡山県 倉敷市 指定管理者の選定方法に新たな方式（更新制）を導入 34

熊本県 熊本市 ＰＦＩ等の活用による熊本城「桜の馬場　城彩苑」の整備 32
佐賀県 鳥栖市 ネーミングライツ事業 27
東京都 豊島区 区有財産利活用による新庁舎整備 26
東京都 府中市 府中市市民会館・中央図書館複合施設整備事業 25
静岡県 藤枝市 中心市街地活性化事業 23
宮城県 多賀城市 庁舎前花壇スポンサー募集事業 22
滋賀県 大津市 企業局　お客様センター開設事業 22
群馬県 太田市 太田市水道事業包括業務委託 21
宮崎県 日向市 新しい地域コミュニティ組織制度モデル事業 20

分野



8 



9 



10 



 分野別閲覧上位事業（平成25年7･8･9月） 
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 分野別閲覧上位事業（平成25年10･11･12月） 
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 分野別閲覧上位事業（平成26年1･2･3月） 

分野 都道府県 都市名 事業名 閲覧件数
第1章　市議会

北海道 小樽市 議会報告・意見交換会 43
山形県 山形市 「市議会報　音声コード版」発行事業 34
大阪府 大阪市 委員会のインターネット生中継 33
福島県 会津若松市 議会基本条例をツールとした政策形成サイクルの構築・運用 24
長野県 須坂市 市議会活性化に向けた議会改革 24
神奈川県 川崎市 ディスプレイを使用した質問の実施等 23
千葉県 流山市 スマートフォンで電子採決 22
福島県 須賀川市 継続調査事件の具体化（事件の特定）と申し出にかかる本会議における委員長報告 18
東京都 稲城市 常任委員会の特定所管事務調査 18
岡山県 総社市 対面式一問一答方式導入に伴う議場改修 15

第2章　福祉・医療・介護
高齢者

北海道 小樽市 小樽・北しりべし成年後見センターの設置 71
鳥取県 米子市 認知症予防事業 45
北海道 旭川市 いきいきセンター神楽・神楽保育所複合施設 30
東京都 港区 救急情報の活用支援事業 25
新潟県 新潟市 新潟市地域交流活動(地域の茶の間）助成事業 21
茨城県 水戸市 南部老人福祉センター（ふれしあ） 17
北海道 赤平市 あかびら・地域まるごと元気アッププログラム 16
新潟県 加茂市 高度な福祉の水準の更なる充実 14
新潟県 阿賀野市 プールを活用した超高齢社会貢献事業 13
福岡県 大牟田市 地域認知症ケアコミュニティ推進事業 12

障がい者
愛知県 日進市 障害者総合支援 21
宮城県 仙台市 仙台市発達相談支援センター 15
神奈川県 茅ヶ崎市 店舗活用型就労支援事業 11
滋賀県 湖南市 発達支援システム 9
大阪府 吹田市 吹田市立こども支援交流センター（キッズほうぷ）通園療育・地域療育支援事業 7
福島県 いわき市 障がい者チャレンジ雇用推進事業 6
埼玉県 朝霞市 育み支援バーチャルセンター事業 6
山口県 宇部市 障害者就労ワークステーション 6
長崎県 南島原市 アイアイ講座 6
埼玉県 本庄市 発達教育支援センター事業 3
広島県 東広島市 子育て・障害総合支援センター（はあとふる） 3

児童・青少年・家庭
北海道 稚内市 幼保一元化事業 39
神奈川県 伊勢原市 子どもの成長に応じた相談支援機能の充実（児童相談センターの設置） 37
大阪府 和泉市 特定不妊治療費助成事業 26
宮城県 仙台市 仙台市子育てふれあいプラザ運営事業 21
愛媛県 今治市 子育て応援ヘルパー派遣事業 19
千葉県 千葉市 こどもの参画推進事業 16
福岡県 北九州市 赤ちゃんの駅登録事業 16
愛媛県 今治市 子育てファミリー応援ショップ事業 15
愛媛県 新居浜市 障がいや発達課題のある子どもへの一貫した支援体制の整備 15
福島県 郡山市 こども総合支援センター（ニコニコこども館）事業 13
神奈川県 横浜市 NPO法人等を活用した家庭的保育事業 13

その他
愛知県 豊橋市 保健所・保健センター及びこども発達センター管理運営事業 38
北海道 釧路市 生活保護自立支援プログラム 20
兵庫県 西脇市 地域医療再生に向けて 16
秋田県 湯沢市 安心生活創造事業、地域包括ケア推進事業 15
山形県 米沢市 受診率向上対策事業 14
秋田県 能代市 能代ふれあいプラザ（愛称：サンピノ） 13
島根県 浜田市 介護人材確保・定着対策事業 13
秋田県 横手市 「健康の駅」推進事業 10
福岡県 大牟田市 大牟田市災害時等要援護者支援制度（ご近所支え合いネット） 10
山形県 鶴岡市 鶴岡市総合保健福祉センター整備事業 7
大阪府 豊中市 福祉なんでも相談窓口設置事業 7
香川県 善通寺市 生涯を通じた健康づくりを担う善通寺市健康推進員連合会活動 7

第3章　民間活力導入
　 岡山県 倉敷市 指定管理者の選定方法に新たな方式（更新制）を導入 18

静岡県 藤枝市 中心市街地活性化事業 13
熊本県 熊本市 ＰＦＩ等の活用による熊本城「桜の馬場　城彩苑」の整備 13
愛知県 碧南市 公立保育所の民営化 11
滋賀県 大津市 企業局　お客様センター開設事業 8
佐賀県 鳥栖市 ネーミングライツ事業 8
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都道府県 都市名 事業名 閲覧件数
東京都 府中市 府中市市民会館・中央図書館複合施設整備事業 7
東京都 豊島区 区有財産利活用による新庁舎整備 7
鹿児島県 指宿市 PFI方式による道の駅整備事業 7
鹿児島県 指宿市 いぶすき山川港特産市場「活お海道」整備事業 7

第4章　雇用・労働
　 愛媛県 新居浜市 知的障がい者雇用推進事業 19

長野県 上田市 就職・職業に悩みを持つ若者の保護者対象相談会・臨床心理士によるカウンセリング 13
東京都 立川市 若年者就業支援事業「マイチャレンジたちかわ」 11

　 岩手県 一関市 新規高卒者ふるさと就職支援事業 9
兵庫県 加古川市 緊急雇用対策加古川農産物新需要創出事業 8

　 千葉県 野田市 野田市公契約条例の制定 7
第5章　男女共同参画

　 徳島県 鳴門市 鳴門市女性支援センター「ぱぁとなー」開設によるＤＶ被害者支援 10
沖縄県 宜野湾市 宜野湾市男女共同参画都市宣言事業 7

　 東京都 文京区 文京区長及び副区長の出産、育児及び介護の期間中の公務に関する条例制定等による男性の育児参加推進 4
　 埼玉県 吉川市 吉川市配偶者暴力相談支援センター 4

愛知県 江南市 江南市男女共同参画都市宣言 4
第6章　教育

　 北海道 釧路市 動物園 57
東京都 昭島市 昭島市中学生海外交流事業 53
大阪府 泉南市 公立幼稚園再構築事業 53
埼玉県 蕨市 少人数学級推進事業 52
愛知県 犬山市 学びの学校づくり 39
兵庫県 姫路市 小中一貫教育の展開　「小中一貫教育でひらく こどもの未来」 33
大阪府 茨木市 小学校普通教室エアコン設置事業 29
京都府 宇治市 小中一貫教育 16
長崎県 長崎市 特別支援教育充実事業 14
佐賀県 嬉野市 「嬉野っ子輝きアクションプラン」２２ 13

第7章　文化・歴史・スポーツ
　 埼玉県 さいたま市 さいたま市大宮盆栽美術館 49
　 北海道 函館市 特別史跡五稜郭跡復元整備事業 40
　 鳥取県 倉吉市 倉吉せきがね里見まつり 23

東京都 八王子市 戸吹総合スポーツ公園施設整備 22
愛媛県 松山市 ことばのちからイベント事業 12
静岡県 島田市 しまだ大井川マラソンinリバティ 11

　 北海道 苫小牧市 全国高等学校選抜アイスホッケー大会 10
　 福島県 郡山市 音楽都市推進事業 10
　 大阪府 高槻市 史跡今城塚古墳整備 9

兵庫県 姫路市 姫路城大天守保存修理事業 8
愛媛県 新居浜市 別子往還道プロジェクト　記憶の継承地域の絆事業 8
宮崎県 宮崎市 みやざきアートセンター整備事業 8

第8章　協働・市民活動
　 北海道 札幌市 市民まちづくり活動促進総合事業 87

東京都 豊島区 地域区民ひろばの推進 27
福岡県 八女市 まちづくり協議会事業 19
岡山県 倉敷市 おもてなしマイスター制度 17
北海道 函館市 函館市地域交流まちづくりセンター 16
青森県 十和田市 セーフコミュニティ推進事業 15
岐阜県 瑞浪市 地域支援員制度 15
熊本県 八代市 住民自治によるまちづくり 14
愛媛県 松山市 「坂の上の雲」を軸とした21世紀のまちづくり 12
大阪府 大阪狭山市 まちづくり円卓会議事業 11

第9章　広報・公聴・情報化
　 島根県 松江市 伺います係（広聴活動） 10

新潟県 村上市 地域情報基盤整備事業 5
長野県 東御市 コミュニティＦＭ放送局の開局 4
奈良県 大和高田市 オープンシステムへの移行　～時代はクラウドへ～ 4
岩手県 一関市 光ファイバー網を利用した地上デジタル中継局の整備事業 3
東京都 港区 外国人対象ウェルカムパッケージ 3
栃木県 下野市 「思いやりと交流のまち下野」いにしえ新発見プロジェクト 3
東京都 荒川区 あらかわ区報Ｊｒ. 2
埼玉県 川口市 ようこそ川口キャンペーン 2
埼玉県 所沢市 広報マスコットを活用した情報発信 2
三重県 津市 津市市民便利帳の発刊について 2
兵庫県 三木市 光ファイバー整備事業 2

第10章　環境
廃棄物

福岡県 筑紫野市 三者協働によるごみ減量 17
北海道 三笠市 三笠市バイオマスタウン構想　食品残さ堆肥化事業 16
徳島県 阿南市 公共下水道事業 14
富山県 黒部市 バイオマス利活用事業 12

分野
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都道府県 都市名 事業名 閲覧件数
愛知県 岡崎市 岡崎市中央クリーンセンター建設事業 12
福岡県 筑後市 ワークブック「ごみとわたしたちのくらし」を活用したごみ分別減量教育 11
千葉県 千葉市 挑戦！焼却ごみ１／３削減 10
山形県 新庄市 食品トレーリサイクル「新庄方式」 9
北海道 富良野市 14種分別収集と再資源化 7
大阪府 高槻市 バイオコークス事業 7

自然その他
北海道 稚内市 新・省エネルギー推進事業 32
千葉県 野田市 玄米黒酢農法を活用した水稲生産 25
東京都 東村山市 みんなで創るみんなの北山公園 20
福岡県 北九州市 北九州スマートコミュニティ創造事業 17
鹿児島県 鹿児島市 かごしま環境未来館 16
長崎県 長崎市 「ながさきエコライフ」の取組み 13
熊本県 熊本市 「日本一の地下水都市くまもと」の推進 13
佐賀県 唐津市 虹の松原再生・保全事業 11
千葉県 流山市 生物多様性ながれやま戦略の策定 10
熊本県 水俣市 環境モデル都市づくり 10

第11章　産業・観光・交流
　 北海道 札幌市 「さっぽろスイーツカフェ」運営費補助事業 89

岩手県 八幡平市 八幡平市住宅リフォーム支援事業 73
石川県 輪島市 白米千枚田観光景観保全事業 57
北海道 名寄市 風連本町地区第一種市街地再開発事業 49
神奈川県 相模原市 「（仮称）相模原市森林ビジョン」策定事業 44
埼玉県 鴻巣市 こうのす花まつり事業 38
静岡県 伊豆市 サイクルメッカ伊豆推進協議会 38

　 千葉県 市原市 地産地消推進事業 37
静岡県 牧之原市 静岡牧之原茶のおもてなし お茶カフェ 36

　 静岡県 静岡市 議員提案条例制定を契機とした茶業振興の推進 35
第12章　安全・防災

　 北海道 千歳市 千歳市防災学習交流施設事業 49
大阪府 柏原市 LED防犯灯事業 32
静岡県 三島市 あんしんＡＥＤステーション２４設置事業 10
京都府 長岡京市 災害用マンホールトイレ整備事業 10
神奈川県 厚木市 セーフコミュニティ(SC)推進事業 9
新潟県 柏崎市 法律事務所誘致推進事業 8
新潟県 村上市 むらかみ防災・防犯情報ねっと（携帯電話等へのメール配信） 8
福井県 敦賀市 地域防災情報システム 8
新潟県 長岡市 消防本部庁舎建設事業 7
東京都 武蔵野市 雨水貯留浸透施設設置事業 7

第13章　交通・運輸
　 北海道 札幌市 札幌駅前通地下歩行空間整備事業 30

岐阜県 関市 階層的公共交通ネットワークの構築 19
熊本県 八代市 コミュニティバス・乗合タクシー運行事業 14
北海道 旭川市 北彩都あさひかわ整備事業 12
熊本県 菊池市 交通コミュニティ対策事業 11
静岡県 富士宮市 宮バス・宮タク 9
香川県 高松市 自転車利用環境整備事業 9
群馬県 太田市 デマンド「おうかがい市バス」の運行 8
富山県 富山市 自転車市民共同利用システム（アヴィレ）導入事業 7
長野県 安曇野市 デマンド交通システム事業（乗り合いタクシー「あづみん」） 7
東京都 三鷹市 すずかけ駐輪場 7
京都府 長岡京市 阪急新駅周辺整備事業 7
福岡県 八女市 予約型乗合タクシー事業 7
滋賀県 守山市 「地域交通の充実検討」社会調査　（守山リーフ方式によるデマンド型乗合タクシーの運行） 7

第14章　行財政改革・事務改善
　 宮城県 塩竈市 塩竈市スポーツ施設命名権募集事業 42

岐阜県 羽島市 全職員手のひら静脈認証システム導入 35
福岡県 大野城市 窓口ワンストップ事業（総合窓口・コールセンター） 15
静岡県 伊東市 伊東市新公共経営システム 12
福岡県 筑後市 「筑後市接遇マニュアル」作成 9
千葉県 船橋市 公金徴収一元化 7
静岡県 藤枝市 藤枝型新公共経営(ＮＰＭ)の推進 7
奈良県 大和郡山市 公用車リストラクチャリング事業 7
徳島県 鳴門市 スーパー改革プラン 7
福岡県 福岡市 地方独立行政法人福岡市立病院機構の設立 7
神奈川県 藤沢市 公共施設マネジメント白書 7

第15章　まちづくり構想
　 北海道 帯広市 環境と産業が両立するまちづくり～環境モデル都市の取組み～ 43
　 千葉県 成田市 表参道整備事業 35

大分県 国東市 国東市まちづくり公募補助金 19
北海道 苫小牧市 苫小牧市まちなか再生総合プロジェクト（ＣＡＰ）事業 14
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都道府県 都市名 事業名 閲覧件数
静岡県 富士宮市 フードバレー（富士山と豊かな水に育まれた食によるまちづくり）推進 11
宮崎県 都城市 サブシティ構想 11
北海道 留萌市 るもいコホートピア構想とるもい健康の駅 10
京都府 福知山市 福知山駅周辺地域整備構想 9
愛知県 新城市 市職員「地域担当制度」 8
滋賀県 彦根市 歴史まちづくり事業 8

第16章　その他
　 青森県 弘前市 弘前大学との地域づくり連携事業 28
　 兵庫県 洲本市 「阿久悠・愛と希望の鐘」の建立 19

福島県 郡山市 郡山市シティセールス推進事業 15
大分県 竹田市 全国初の農村回帰宣言市 13
福島県 福島市 市役所新庁舎建設事業 8
熊本県 山鹿市 歴史・文化・景観を生かしたまちづくり 8
静岡県 三島市 食育推進事業 7
長野県 伊那市 伊那市結婚推進事業「いなし出会いサポートセンター」設置 5
兵庫県 西宮市 山口センター建設事業 5
長野県 小諸市 ロハスをキーワードにしたまちづくり 4
東京都 羽村市 市役所土日窓口開庁の実施 4
静岡県 富士宮市 地域包括支援センター 4
静岡県 袋井市 健康チャレンジ!!すまいる運動「健康マイレージ制度」 4
岐阜県 中津川市 若年UIターン者用住宅整備事業 4

分野


