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1 4月17日 山口県 防府市 空家バンク制度

2 4月25日 大阪府 和泉市 トータル人事システム

3 5月22日 埼玉県 越谷市
自立した地域社会実現に向けた取組(地域
自治システムほか、まちづくり戦略プラン)

4 5月29日 愛知県 豊橋市 豊田養護学校

5 5月30日 広島県 廿日市市 低炭素社会システム実証プロジェクト

6 5月31日 愛知県 尾張旭市 地域会議、自治会加入率

7 6月22日 愛知県 豊橋市 豊田養護学校

8 7月3日 埼玉県
川越・さいたま・

戸田市
子ども条例

9 7月3日 群馬県 桐生市 地域自治区

10 7月6日 徳島県 徳島市 地域会議

11 7月11日 秋田県 大仙市 議会基本条例制定後の議会改革への取組

12 7月17日 埼玉県議会 - 低炭素社会の実現に向けた取組

13 7月18日 埼玉県議会 - 豊田スタジアムの管理運営

14 7月23日 山形県 山形市 議会改革、議会基本条例

15 7月25日 静岡県 掛川市 議会だよりの編集

16 7月26日 新潟県 南魚沼市
地域予算提案事業
二学期制

17 7月27日 岩手県 釜石市
ハイブリッドシティとよたプラン、とよたエコフ
ルタウン視察

18 7月31日 千葉県 習志野市
小型家電からのレアメタル回収
(エコフルタウン自由見学)

19 8月1日 宮崎県 宮崎市 議会基本条例

20 8月2日 静岡県 裾野市 子ども発達センター

21 8月6日 栃木県 大田原市 議会だより・議会活性化の取組

22 8月8日 茨城県 日立市
議会活性化の取組
森づくり基本計画

23 8月8日 愛知県 安城市 エネルギー政策の現状と今後の方針

24 8月10日 埼玉県 さいたま市 小型家電回収事業とキレート剤削減

25 8月14日 沖縄県 那覇市 議会基本条例制定後の議会運営

26 8月21日 青森県 弘前市 低炭素都市構築実証プロジェクト

27 8月23日 大阪府 東大阪市
子ども発達センター、障がい者総合支援セ
ンター

28 8月28日 岐阜県 郡上市 足助伝統的建造物群保存地区

29 10月4日 愛知県 碧南市 狭あい道路の整備対策

30 10月9日 栃木県 栃木市 環境モデル都市アクションプラン

31 10月16日 長崎県 長崎市
まちづくり基本条例戦略プラン、都心の緑化
推進
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32 10月19日 静岡県 富士市
「家庭・コミュニティ型」低炭素都市構築実証
プロジェクト

33 10月19日 愛知県 豊川市 森づくり会議、森作り団地

34 10月22日 栃木県 宇都宮市 議会改革、議会基本条例

35 10月23日 北海道 帯広市
低炭素社会システム実証プロジェクト、とよ
たエコフルタウン

36 10月23日 滋賀県 大津市 幼保一体化施策

37 10月24日 鹿児島県 鹿児島市 安永川の河川改修

38 10月25日 東京都 品川区 児童福祉と教育の連携強化

39 10月30日 東京都 足立区 とよたエコフルタウン

40 10月31日 三重県 紀北町 どんぐりの里いなぶ

41 10月31日 愛知県 豊川市 緑のリサイクルセンター

42 10月31日 三重県 松阪市 子ども発達センター

43 11月1日 東京都 武蔵野市 ＩＣＴを活用したスマートコミュニティの構築

44 11月8日 愛知県
知多南部広域
環境組合議会

環境学習施設　エコット

45 11月8日 埼玉県 上尾市 議会報改革の取組

46 11月9日 滋賀県 米原市 百年草の概要と取組

47 11月12日 千葉県 市川市 環境モデル都市アクションプラン

48 11月13日 新潟県 長岡市 議会活性化の取組、議員定数

49 11月13日 埼玉県 川口市 債権管理条例について

50 11月15日 佐賀県
西松浦郡有田

町
土橋小のエコ改修と環境学習

51 11月15日 北海道 苫小牧市 低炭素社会システム実証プロジェクト

52 11月26日 宮城県 仙台市 産業振興補助３事業の概要

53 1月17日 愛知県 半田市 職員の人材育成

54 1月18日 北海道 旭川市 空家情報バンクについて

55 1月22日 静岡県 裾野市 エコフルタウン

56 1月25日 京都府 京都市 こども園の運営

57 1月29日 埼玉県 川越市 共働によるまちづくり

58 1月30日 石川県 金沢市 足助の観光まちづくり

59 1月30日 東京都 杉並区 環境モデル都市の取り組み

60 1月31日 神奈川県 大和市 図書館行政

61 2月1日 宮城県 仙台市 エコフルタウン

62 2月6日 宮崎県 宮崎市 地域自治区・地域会議

2 / 3 ページ



№ 日付 都道府県名
市区町村・団体

名
視察内容

平成24年度視察受入実績

63 2月7日 富山県 舟橋村 少人数学級

64 2月8日 埼玉県 草加市 スマートシティの取組

65 2月13日 和歌山県 橋本市 議会活性化、議会基本条例

66 3月25日 神奈川県 藤沢市 議会基本条例の運用状況

67 3月26日 京都府 京都市 低炭素社会システム実証プロジェクト

68 3月27日 群馬県 高崎市 スカイホール豊田
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