
視察日 都道府県 市町村 視察項目

H30.4.10 新潟県 新潟市 学生のまち・金沢について

H30.4.17 愛知県 瀬戸市 公共レンタサイクルまちのりについて

H30.4.19 千葉県 柏市 大桑防災拠点広場

H30.4.25 埼玉県 川越市 金沢版DMOの設立について

H30.5.1 福井県 福井市 観光戦略プラン2016について

H30.5.8 東京都 町田市 起業支援（地域ビジネス実地研修など）

H30.5.9 京都府 舞鶴市 立地適正化計画について

H30.5.9 兵庫県 姫路市 児童相談所について

H30.5.10 大阪府 堺市 まちのり・自転車走行指導帯について

H30.5.15 大分県 大分市 観光戦略プラン、観光立国ショーケース

H30.5.15 徳島県 吉野川市 スポーツ推進計画について

H30.5.15 北海道 釧路市 外国人観光客への観光案内について

H30.5.16 東京都 町田市 金沢21世紀美術館について

H30.5.16 茨城県 土浦市 まちのりについて

H30.5.17 愛媛県 宇和島市 協働のまちづくりチャレンジ事業について

H30.5.17 兵庫県 姫路市 金沢21世紀美術館について

H30.5.17 埼玉県 川越市 学生のまち・金沢について

H30.5.18 千葉県 鎌ケ谷市 小中一貫英語教育について

H30.5.18 富山県 富山市 緊急通報システム ネット119について

H30.5.21 栃木県 大田原市 創業支援策について

H30.5.22 奈良県 下市町 金沢方式無電柱化について

H30.5.22 兵庫県 姫路市 「ほんものの金沢」（欧州重点プロモーション推進事業）について

H30.5.23 広島県 広島市 学生のまち・金沢について

H30.5.23 岐阜県 瑞浪市 オープンデータの取り組みについて

H30.5.24 茨城県 茨城町 わたしの健康ポイント事業

H30.5.24 富山県 富山市 子育て環境の充実について

H30.5.25 大阪府 吹田市 児童相談所について

H30.5.28 広島県 福山市 西部環境エネルギーセンターにおけるエネルギーの利活用について

H30.5.29 広島県 福山市 金沢プールについて

H30.5.31 山形県 山形市 動物愛護管理センター

H30.6.7 福岡県 福岡市 金沢市宿泊税条例について

H30.6.26 青森県 十和田市 金沢21世紀美術館の取り組み状況について

H30.6.27 茨城県 かすみがうら市 公共交通を活用したまちづくりの取り組み状況について

H30.6.28 栃木県 さくら市 オープンデータの取り扱いについて

H30.6.28 東京都 東村山市 海外誘客の推進について

H30.7.3 宮崎県 宮崎市 地域密着型プロスポーツチームとの交流取組について

H30.7.4 群馬県 前橋市 議会基本条例と議会改革について

H30.7.4 神奈川県 横浜市 地域コミュニティ推進計画について

H30.7.5 長崎県 長崎市 金沢駅周辺まちづくり総合整備構想について

H30.7.5 栃木県 真岡市 金沢海みらい図書館について

H30.7.9 栃木県 宇都宮市 放課後児童クラブについて

H30.7.10 東京都 世田谷区 集約都市形成計画について

H30.7.11 群馬県 高崎市 まちのりについて

H30.7.11 埼玉県 川島町 小中一貫英語教育について

H30.7.12 東京都 板橋区 学生のまち・金沢について

H30.7.12 東京都 中央区 自転車条例について
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H30.7.12 東京都 中央区 海みらい図書館について

H30.7.13 鹿児島県 鹿児島市 消防団員確保への取組

H30.7.13 神奈川県 横浜市 金沢版ネウボラの構築による包括的な支援について

H30.7.17 大分県 中津市 ごみ問題の解消に向けての取り組みについて

H30.7.18 東京都 東京都 金沢方式無電柱化について

H30.7.18 静岡県 富士宮市 オープンデータについて

H30.7.19 岩手県 陸前高田市 農産物の認証制度について

H30.7.19 長崎県 長崎市 地域コミュニティ推進計画について

H30.7.20 北海道 北見市 金沢型学校教育モデル

H30.7.23 新潟県 五泉市 旧町名復活について

H30.7.23 長野県 小諸市 海みらい図書館について

H30.7.24 神奈川県 横浜市 相互応援体制について

H30.7.24 福岡県 久留米市 児童相談所

H30.7.24 福岡県 福岡市 歩けるまちづくりの取り組み

H30.7.25 東京都 渋谷区 金沢版ネウボラの構築について

H30.7.25 神奈川県 茅ヶ崎市 自転車条例について

H30.7.25 愛知県 半田市 ごみの減量対策について

H30.7.26 茨城県 水戸市 総合治水対策について

H30.7.26 神奈川県 相模原市 オープンデータの推進について

H30.7.30 奈良県 天理市 自転車利用環境向上計画について

H30.7.31 東京都 墨田区 金沢21世紀美術館について

H30.7.31 山形県 山形市 金沢町家情報館について

H30.8.1 埼玉県 川口市 教育プラザの概要について

H30.8.1 秋田県 秋田県 21世紀美術館について

H30.8.1 東京都 新宿区 地域コミュニティ推進計画について

H30.8.2 大阪府 堺市 金沢方式無電柱化について

H30.8.2 福島県 福島県 地域密着型プロスポーツチームとの交流取組について

H30.8.7 兵庫県 養父市 森林再生策の取り組みについて

H30.8.7 兵庫県 芦屋市 金沢方式無電柱化について

H30.8.8 静岡県 静岡市 消防団員（機能別団員）増加の取り組みについて

H30.8.8 東京都 立川市 自転車対策について

H30.8.21 東京都 大田区 児童相談所について

H30.8.21 長崎県 長崎市 消防行政について

H30.8.23 埼玉県 深谷市 長寿安心プラン2018の概要について

H30.8.23 愛知県 名古屋市 金沢ふるさと偉人館について

H30.8.24 愛知県 名古屋市 台湾交流・観光誘客事業について

H30.8.27 東京都 豊島区 児童相談所について

H30.10.3 茨城県 日立市 新道路基本計画について

H30.10.3 東京都 墨田区 男女共同参画社会について

H30.10.4 埼玉県 越谷市 自転車によるまちづくりについて

H30.10.5 東京都 稲城市 議会報について

H30.10.10 岐阜県 岐阜市 観光戦略プラン2016について

H30.10.10 栃木県 小山市 本多町歴史文化ゾーン散策空間整備事業について

H30.10.10 山梨県 富士吉田市 中心市街地都市機能向上計画について

H30.10.11 福島県 福島市 金沢市独自の健康政策について

H30.10.11 福島県 福島市 教育プラザ条例について
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H30.10.12 佐賀県 佐賀中部広域連合 介護保険制度の運営状況

H30.10.16 埼玉県 熊谷市 観光施策について

H30.10.16 神奈川県 川崎市 自転車の安全利用の取り組みについて

H30.10.17 東京都 福生市 金沢市まちなか自転車利用環境向上計画について

H30.10.17 埼玉県 春日部市 金沢地域福祉計画

H30.10.17 岩手県 盛岡市 金沢交通戦略について

H30.10.18 愛知県 大府市 金沢型学習プログラムについて

H30.10.18 茨城県 龍ケ崎市 オープンデータについて

H30.10.18 千葉県 芝山町 議会運営について

H30.10.19 埼玉県 春日部市 協働のまちづくりチャレンジ事業

H30.10.19 石川県 石川県 俵芸術交流スタジオについて

H30.10.19 東京都 昭島市 フレイルチェック事業の取り組みについて

H30.10.23 長崎県 佐世保市 金沢型学校教育モデルによる学力向上の取り組みについて

H30.10.23 秋田県 秋田市 移住定住政策について

H30.10.24 広島県 広島県 金沢町家情報館について

H30.10.25 東京都 国立市 自転車施策について

H30.10.25 福岡県 久留米市 伝統工芸について

H30.10.26 山梨県 甲府市 家庭教育推進プログラムについて

H30.10.29 神奈川県 相模原市 地域産材の利活用推進について、森づくりについて

H30.10.29 神奈川県 箱根町 宿泊税について

H30.10.30 千葉県 市原市 金沢バストリガー方式について

H30.10.30 神奈川県 相模原市 地域産材の利活用推進について、森づくりについて

H30.10.31 大阪府 池田市 ドローンを活用した救助活動の実証実験について

H30.10.31 鳥取県 倉吉市 金沢式無電柱化の推進について

H30.10.31 東京都 練馬区 起業支援（はたらこう課など）の取り組みについて

H30.10.31 神奈川県 横浜市 自転車通行空間の整備

H30.11.1 千葉県 流山市 景観サポーターについて

H30.11.6 新潟県 妙高市 スポーツ文化推進条例について

H30.11.6 佐賀県 鳥栖市 自転車交通の取り組みについて

H30.11.6 栃木県 栃木市 金沢21世紀美術館について

H30.11.7 愛知県 豊橋市 ごみの有料化について

H30.11.7 愛知県 刈谷市 金沢型教育プログラムについて

H30.11.8 愛知県 豊橋市 自転車条例について

H30.11.8 京都府 京田辺市 大桑防災拠点広場

H30.11.9 福島県 福島市 総合治水対策について

H30.11.14 静岡県 伊東市 学生のまち金沢の推進

H30.11.14 大阪府 高槻市 グッドマナーかなざわについて

H30.11.15 東京都 荒川区 市民芸術村について

H30.11.16 千葉県 銚子市 学生のまちについて

H30.11.16 奈良県 奈良市 児童相談所について

H30.11.21 福島県 郡山市 連携中枢都市圏について

H30.11.21 北海道 釧路市 国際交流員について

H31.1.17 三重県 松阪市 歴史的風致維持向上計画について

H31.1.17 熊本県 宇土市 議会だよりについて

H31.1.22 愛知県 一宮市 児童相談所

H31.1.23 群馬県 前橋市 スポーツ文化推進条例
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H31.1.30 長野県 千曲市 金沢駅こどもらんど

H31.1.31 愛知県 西尾市 議会運営

H31.2.5 大分県 大分市 児童相談所について

H31.2.6 埼玉県 深谷市 フレイル予防事業

H31.2.8 兵庫県 淡路市 空き家活用について
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