
№ 日付 都道府県名 市区町村・団体名 視察内容

1 4月16日 新潟県 - 交通システムハーモ

2 4月17日 愛知県 刈谷市 防災学習センター

3 4月17日 岐阜県 岐阜市
次世代交通システム「ハーモライド」、
とよたエコフルタウン

4 4月18日 北海道 恵庭市
市民意識調査、議会基本条例、市議会市民シンポ
ジウム、議会運営、議会改革全般

5 4月21日 愛知県 岡崎市 空き家情報バンク制度

6 4月23日 広島県 東広島市 議会だよりの編集方法

7 4月25日 富山県 南砺市 議会基本条例

8 5月8日 広島県 呉市 人事制度

9 5月12日 埼玉県 戸田市 市民活動促進計画

10 5月13日 島根県 出雲市
とよたエコフルタウン現地視察、
活力ある低炭素社会に向けた取組

11 5月14日 島根県 出雲市
とよたイノベーションセンターの事業推進、
豊田市の産業振興策など

12 5月16日 福岡県 春日市 予算決算委員会常任委員会

13 5月16日 東京都 八王子市 低炭素社会システムの取組

14 5月20日 長野県 飯田市
議会の広報広聴活動全般、地域市議会報告会、
市民シンポジウム、市民意識調査

15 5月21日 兵庫県 西宮市 ＩＣＴを利用した高齢者の救急搬送の取組

16 5月22日 長野県 長野市 地域自治区制度と地域自治システム

17 5月26日 大分県 大分市 地域自治システム

18 5月27日 東京都 千代田区 地域自治区制度、地域会議

19 5月28日 新潟県 五泉市 定住促進(空き家バンク制度)

20 5月29日 佐賀県 伊万里市 議員定数、ホームページによる議会の情報発信

21 5月29日 北海道 室蘭市 トータル人事システム

22 7月4日 大阪府 八尾市 トータル人事システム、複線型人事制度

23 7月8日 島根県 松江市 低炭素社会システムの取組

24 7月8日 愛知県 とよたエコフルタウン

25 7月14日 埼玉県 川口市 地域予算提案事業

26 7月14日 愛知県 岡崎市 保健師の地区担当制

27 7月15日 神奈川県 厚木市 情報システム関連

28 7月17日 山形県
環境モデル都市である豊田市の低炭素社会の実現
に向けた取組

29 7月18日 東京都 調布市 新・とよた子どもスマイルプラン

30 7月23日 北海道 釧路市 文化芸術振興基本計画
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31 7月23日 愛知県 とよたエコフルタウンの概要

32 7月24日 岐阜県 海津市 デマンドバス（小原・稲武）

33 7月25日 東京都 稲城市
高齢福祉課と地域包括支援センターとの共働による
「劇団包括」

34 7月29日 福島県 郡山市 とよたエコフルタウン

35 8月4日 山口県 山陽小野田市 幼保一元化

36 8月6日 和歌山県 新宮市 旭木の駅プロジェクト推進事業

37 8月7日 宮崎県 宮崎市
議会便り、
委員会会議録のインターネット公開

38 8月22日 福岡県 福岡市 とよたエコフルタウン

39 8月26日 三重県 四日市市 市総合体育館

40 8月26日 愛知県 豊橋市 校務支援システム

41 8月27日 兵庫県 神戸市 とよたエコフルタウン

42 8月28日 富山県 黒部市 矢作川研究

43 10月2日 大阪府 吹田市 予算・決算の審査方法等

44 10月7日 茨城県 ひたちなか市 議会だより編集作業

45 10月8日 兵庫県 西宮市 地域市議会報告会の実施

46 10月9日 茨城県 土浦市 都市内分権の推進

47 10月10日 千葉県 成田市 次世代交通システム「ハーモライド」

48 10月10日 岡山県 津山市 足助伝統的建造物群保存地区の取組

49 10月21日 神奈川県 綾瀬市 上下水道局業務、水の安全・安心基盤整備

50 10月21日 佐賀県 鳥栖市 地域予算提案事業

51 10月21日 広島県 広島市 豊田スタジアム

52 10月24日 群馬県 太田市 低炭素社会モデル地区“とよたエコフルタウン”

53 10月30日 大阪府 泉大津市 幼保一元化

54 10月31日 長野県 佐久市 議員定数

55 10月31日 徳島県 徳島市 地域自治の取組

56 11月5日 滋賀県 低炭素に向けた新技術、森づくり基本計画

57 11月5日 東京都 町田市 豊田スタジアム

58 11月11日 長野県 長野市 議会運営、議会の活性化

59 11月12日 東京都 狛江市 「トータル人事システム」複線型人事

60 11月19日 兵庫県 尼崎市
低炭素社会モデル地区（とよたエコフルタウン）の整
備
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61 11月19日 山梨県 南アルプス市 旭木の駅プロジェクト実行委員会の取組

62 11月19日 滋賀県 彦根市 地域自治システム

63 11月20日 山口県 山口市 防災基本条例の制定と防災行政無線の運用

64 11月20日 奈良県 桜井市 排ガス対策に対する取組

65 11月21日 富山県 魚津市 地域予算提案事業

66 11月21日 愛知県 みよし市 防犯カメラ

67 1月22日 長野県 長野市
森づくり条例、100年の森づくり構想、第2次豊田市
森づくり基本計画

68 1月28日 千葉県 松戸市 議会報編集とインターネット放映

69 2月4日 群馬県 前橋市 とよた世界環境ウィーク2015の取組

70 2月6日 東京都 三鷹市 とよたエコフルタウン

71 2月9日 滋賀県 米原市 市議会だよりの編集

72 2月9日 兵庫県 篠山市 旭木の駅プロジェクトの取組

73 2月10日 兵庫県 篠山市 おいでん・さんそんセンターの取組

3 / 3 ページ


