
№ 日付 都道府県名 市区町村・団体名 視察内容

1 4月14日 兵庫県 篠山市 農ライフ創生センターの取り組み

2 5月12日 兵庫県 豊岡市 職員の人事管理と人材育成

3 5月20日 福島県
環境モデル都市の取組

4 5月22日 茨城県 つくば市 議会改革について

5 5月27日 宮城県 岩沼市
６次産業化・農商工連携
担い手の育成

6 7月6日 愛知県 稲沢市
市街化調整区域地区計画制度の状況
四郷駅周辺土地区画整理事業

7 7月8日 新潟県 三条市
足助香嵐渓地区における歴史を活かしたま
ちづくり

8 7月10日 青森県 青森市 地域自治システム

9 7月10日 福島県 いわき市 イノベーションセンター事業

10 7月14日 島根県 安来市 地域予算提案事業・小規模特認校

11 7月28日 静岡県 磐田市
予算決算、一般質問（対面式）
シンポジウム、意識調査

12 7月29日 鹿児島県 志布志市
地域会議・地域予算提案事業
小規模特認校

13 7月30日 愛知県
高浜・刈谷・碧南・安

城・知立
豊田市地域猫活動支援事業・豊田動物愛
護センター

14 8月3日 千葉県 市原市 イノベーションセンター事業

15 8月7日 滋賀県 米原市 木の駅ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの取り組み

16 8月7日 愛知県 岡崎市 公共交通のとりくみ

17 8月13日 愛知県 みよし市 動物愛護センター

18 8月19日 埼玉県 熊谷市
豊田スタジアムで行われる大きなイベント客
を取り込むための観光施策

19 8月20日 兵庫県 加東市
空き家バンク制度
エコフルタウン見学

20 8月21日 群馬県 高崎市
議会だよりの編集
ホームページのリニューアル

21 8月26日 宮城県 気仙沼市 空き家情報バンク制度

22 8月26日 山形県 とよたエコフルタウン

23 10月1日 愛知県 刈谷知立環境組合 清掃施設の包括委託

24 10月8日 山梨県 甲府市 低炭素実証プロジェクト

25 10月9日 愛知県 半田市 地域バス、デマンドバス

26 10月15日 宮崎県 宮崎市 議会基本条例

27 10月22日 大阪府 堺市 中心市街地活性化

28 10月23日 神奈川県 横浜市 水素エネルギー

29 10月23日 東京都 武蔵野市 環境に配慮した都市交通

30 10月23日 大阪市 阪南市 幼保連携型こども園

31 10月26日 宮崎県 延岡市 矢作川の鮎資源保全活動

32 10月29日 愛知県 安城市 ｴｺﾌﾙﾀｳﾝの概要
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33 11月4日 千葉県 流山市 総合体育館運営事業

34 11月5日 埼玉県 深谷市 とよたエコフルタウン

35 11月6日 京都府 京田辺市 議会報告会、市民シンポジウム

36 11月10日 愛知県 碧南市 学校給食(食物アレルギー)

37 11月10日 宮城県 仙台市 環境モデル都市、環境施策全般

38 11月11日 山口県 周南市 とよたエコフルタウン

39 11月12日 兵庫県 伊丹市 地域市議会報告会

40 11月12日 愛知県 刈谷市
豊田市支給奨学生制度
豊田市防犯カメラ設置条例

41 11月17日 福井県 嶺南広域行政組合 とよたエコフルタウン

42 11月25日 愛知県 豊橋市 動物愛護センター

43 11月26日 愛知県 津島市 ラウンドアバウト

44 12月21日 愛知県 豊田都市交通研究所

45 12月25日 愛知県 名古屋市 シルバーカーの購入費助成

46 1月12日 福島県 郡山市 コンサートホール

47 1月14日 岩手県 盛岡市 とよたエコフルタウン

48 1月14日 島根県 出雲市 交流促進

49 1月19日 石川県 金沢市 都心の再整備に向けた取り組み　他

50 1月21日 長野県 佐久市 議会だより

51 1月22日 福岡県 とよたエコフルタウン

52 1月26日 東京都 大田区 とよたエコフルタウン

53 1月27日 福井県 大野市 予算決算委員会の運営

54 1月28日 愛知県 東浦町 小学校のＩＣＴ機器の利活用

55 1月29日 滋賀県 彦根市
環境モデル都市の取組
とよたエコフルタウン（現地）

56 2月2日 神奈川県 大和市 地域予算提案事業

57 2月3日 福島県 郡山市
環境モデル都市の取組
とよたエコフルタウン（現地）

58 2月9日 福島県 福島市 市立図書館のありかた

59 2月9日 滋賀県 栗東市
中核製材工場の誘致
豊田市100年の森づくり構想

60 2月10日 滋賀県 守山市
渡刈クリーンセンター
eco-T

61 2月16日 愛知県 蒲郡市 豊田スタジアム（ラグビーＷ杯の誘致）

62 3月7日 愛知県 豊橋市 動物愛護センター

63 3月15日 中国 江蘇省 とよたエコフルタウン
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