
№ 日付 都道府県名 市区町村・団体名 視察内容

1 4月10日 長崎県 雲仙市
議会活性化の取組、議会棟及び議場内設
備

2 4月17日 千葉県 浦安市 環境未来都市

3 4月19日 千葉県 松戸市 小型家電リサイクル法施行への対応

4 5月7日 愛媛県 宇和島市 地域自治システム

5 5月7日 岐阜県 岐阜市 小型家電リサイクル

6 5月8日 兵庫県 朝来市 史跡「足助城」の復元によるまちづくり

7 5月9日 長崎県 長崎市
環境モデル都市アクションプラン、100年の
森づくり構想

8 5月16日 岡山県 総社市 低炭素社会システム実証プロジェクト

9 5月17日 埼玉県 入間市 小型家電リサイクル事業

10 5月17日 愛知県 東海市
議会基本条例に基づく議会改革等、議会基
本条例の見直し

11 5月20日 宮崎県 宮崎市 小型家電リサイクル法

12 5月21日 愛知県 豊川市 トータル人事システム

13 5月22日 福島県 南相馬市 中心市街地活性化

14 5月23日 群馬県 前橋市
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

15 7月23日 大阪府
柏羽藤環境事業

組合
渡刈クリーンセンター及び緑のリサイクルセ
ンターの見学

16 7月25日 山形県 酒田市
地域予算提案事業、自治区活動補助「わく
わく事業」

17 8月1日 埼玉県 本庄市 食育への取組

18 8月2日 滋賀県
湖南地区市議会

議長会
環境モデル都市としての取組、とよたエコフ
ルタウン

19 8月6日 大阪府 枚方市
中部モデルによる小型家電リサイクルの促
進

20 8月6日 兵庫県 姫路市 議会活性化推進委員会、議会改革

21 8月6日 宮城県 大衡村
Ｆグリッドを核としたスマートコミュニティー事
業推進

22 9月4日 京都府 宇治市 公共交通基本計画

23 10月8日 千葉県 富里市 農業振興施策

24 10月8日 東京都 墨田区 環境施策（使用済小型家電リサイクル）

25 10月10日 愛知県 西尾市 総合スポーツ公園

26 10月10日 長野県 上田市
低炭素社会システム実証プロジェクト（エコ
フルタウン）

27 10月16日 鹿児島県 鹿児島市
重症心身障がい児・者等短期入所利用支
援事業費補助金

28 10月17日 神奈川県 相模原市
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

29 10月17日 大分県 大分市 地域経営戦略プラン

30 10月18日 岐阜県 高山市 地域自治区制度と地域自治システム

31 10月22日 神奈川県 茅ヶ崎市
デマンドバスシステム、ＩＴＳ（高度道路交通
システム）
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32 10月22日 北海道 北斗市 職員の確保、育成及び活用

33 10月22日 秋田県 低炭素社会モデル

34 10月23日 福岡県 宗像市 学校校舎のエコ改修（土橋小学校）

35 10月23日 千葉県 船橋市 目標管理型人事考課制度

36 10月24日 栃木県 宇都宮市 環境モデル都市の取組

37 10月29日 滋賀県 大津市
こども発達支援施策（こども発達支援セン
ター）

38 10月29日 茨城県 日立市
「とよた市議会だより」の紙面構成及び編集
方法等

39 10月31日 北海道 旭川市 低炭素社会システム実証プロジェクト

40 11月1日 島根県 松江市
とよたイノベーションセンターの運営方法、
産学官の具体的な連携、新分野の研究等

41 11月7日 東京都 小金井市
子どもの権利に関する取組と小学校の環境
学習

42 11月7日 新潟県 新発田市 議会改革

43 11月7日 北海道 帯広市
第２次地産地食推進計画、農作物ブランド
化推進協議会

44 11月8日 埼玉県 草加市 自然エネルギー対策の推進

45 11月12日 東京都 府中市 駅前通り北地区市街地再開発事業

46 11月13日 長野県 埴科郡坂城町 環境モデル都市とよた

47 11月14日 埼玉県 さいたま市 都市交通のあり方

48 11月15日 福井県 福井市 予算決算委員会

49 11月19日 大阪府 寝屋川市 議会だより、議会ホームページリニューアル

50 11月19日 宮城県 多賀城市 総合治水対策

51 12月26日 愛知県 環境モデル都市の取組

52 1月8日 宮崎県 延岡市 ゾーン３０

53 1月20日 石川県 金沢市
環境モデル都市としてのまちづくり・交通モ
デルの構築

54 1月21日 徳島県 鳴門市 Jリーグホームタウンのあり方

55 1月21日 福岡県 筑紫野市 予算決算の審査要領

56 1月22日 栃木県 宇都宮市 環境モデル都市の取組

57 1月22日 福岡県 大野城市 とよたエコフルタウンの見学

58 1月22日 大阪府 箕面市 観光行政の取組

59 1月24日 京都府 宇治市 空き家情報バンク制度

60 1月28日 大阪市 柏原市 議会だよりの編集

61 1月29日 静岡県 裾野市
燃料電池自動車普及に向けたインフラ整備
に係る地方行政の役割

62 1月30日 岩手県 一関市 公共交通基本計画
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63 1月30日 東京都 小平市 環境モデル都市の取組

64 1月31日 岩手県 公契約基本方針に基づく取組

65 2月4日 埼玉県 蕨市 市民シンポジウム事業、公選法運用委員会

66 2月4日 栃木県 鹿沼市 地域予算提案事業・小規模特認校

67 2月6日 長野県 駒ヶ根市 議会報の編集、広報広聴活動の充実

68 2月28日 愛知県 みよし市 グリーン・クリーンふじの丘
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