
視察日 都道府県 市町村 視察項目

H31.4.12 石川県 加賀市 ITビジネスプラザ武蔵について

H31.4.18 大分県 大分市 文化スポーツコミッションについて

H31.4.25 広島県 福山市 児童相談所について

R1.5.9 岡山県 倉敷市 金沢21世紀美術館について

R1.5.22 沖縄県 沖縄市 ｅスポーツ活用産業創出事業

R1.5.22 沖縄県 沖縄市 地域密着型プロスポーツ支援事業について

R1.5.24 三重県 津市 防犯灯の設置（ＥＳＣＯ事業）について

R1.5.24 宮城県 仙台市 金沢市の観光について（新幹線効果、観光調査結果報告書など）

R1.6.3 福井県 福井県 児童相談所について

R1.7.9 長崎県 佐世保市 宿泊税

R1.7.10 山形県 山形市 市民芸術村

R1.7.10 山形県 新庄市 北陸新幹線の延伸に伴う交流人口拡大の施策や経済効果について

R1.7.11 千葉県 東金市 下水汚泥混焼について

R1.7.11 東京都 世田谷区 小中一貫英語教育について（現地視察）

R1.7.11 兵庫県 姫路市 児童相談所について

R1.7.17 茨城県 大子町 起業支援

R1.7.17 青森県 弘前市 金沢21世紀美術館について

R1.7.23 長崎県 長崎市 地域コミュニティ活性化推進計画事業について

R1.7.23 神奈川県 相模原市 企業支援

R1.7.24 愛媛県 今治市 意見交換会について

R1.7.24 長崎県 佐世保市 新しい交通システムについて（新金沢交通戦略をふまえて）

R1.7.24 佐賀県 佐賀県 通訳ガイドを用いた外国人観光客受け入れ態勢の強化

R1.7.25 栃木県 宇都宮市 歩けるまちづくりについて

R1.7.25 愛知県 半田市 景観政策について

R1.7.26 愛知県 半田市 町家の再生について

R1.7.30 愛知県 岡崎市 食文化条例について

R1.7.31 愛知県 新城市 ホームページを用いた情報発信

R1.7.31 栃木県 栃木市 金沢子育て夢プラン2015

R1.8.2 千葉県 市川市 金沢21世紀美術館について

R1.8.6 神奈川県 平塚市 起業支援について

R1.8.7 茨城県 取手地方広域下水道組合 下水の汚泥共同処理

R1.8.7 京都府 舞鶴市 インバウンドの取り組み

R1.8.8 大分県 大分市 児童相談所

R1.8.8 神奈川県 横浜市 かなざわ次世代エネルギーパーク

R1.8.19 広島県 広島市 観光について

R1.8.20 埼玉県 川口市 児童相談所について

R1.8.21 静岡県 伊豆の国市 歴史的風致計画維持向上計画

R1.8.23 福岡県 久留米市 空き家対策・住宅取得支援制度

R1.8.28 東京都 豊島区 こども未来部創設の意図と期待する効果

R1.8.29 石川県 石川県 金沢広域急病センター

R1.10.1 茨城県 石岡市 ドローンについて

R1.10.2 愛知県 豊田市 定住対策の取り組み

R1.10.2 愛知県 岡崎市 ものづくり戦略について

R1.10.3 北海道 滝川市 広域急病センターについて

R1.10.3 群馬県 前橋市 地域住民が主体となって運行する地域内交通について

R1.10.4 東京都 日野市 金沢健康プラン2018について
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R1.10.4 長崎県 長崎市 災害用ドローンについて

R1.10.7 北海道 名寄市 文化スポーツコミッションについて

R1.10.8 愛知県 豊橋市 都市計画マスタープランについて

R1.10.8 奈良県 奈良市 児童相談所

R1.10.8 愛知県 扶桑町 空き家管理

R1.10.9 東京都 三鷹市 防災対策について

R1.10.9 山口県 山口県 地方再生モデル都市について

R1.10.9 千葉県 浦安市 宿泊税条例の制定

R1.10.10 千葉県 野田市 金沢市まちづくり支援情報システム

R1.10.10 東京都 西東京市 金沢方式無電柱化の推進について

R1.10.10 鹿児島県 鹿児島市 海みらい図書館

R1.10.11 山梨県 甲府市 日本女性会議について

R1.10.15 愛知県 名古屋市 金沢駅西広場再整備事業

R1.10.16 東京都 北区 集合住宅における地域コミュニティの活性化

R1.10.17 佐賀県 唐津市 景観保全について

R1.10.23 東京都 足立区 金沢文化スポーツコミッションについて

R1.10.23 静岡県 三島市 学生のまち・金沢推進について

R1.10.24 大阪府 茨木市 市街地再開発について

R1.10.25 島根県 松江市 宿泊税

R1.10.25 埼玉県 行田市 特色ある学校づくりの推進

R1.10.28 広島県 福山市 金沢版総合戦略

R1.10.29 東京都 江東区 ｅスポーツについて

R1.10.30 沖縄県 うるま市 金沢型学校教育モデルについて

R1.10.30 茨城県 筑西市 金沢型学校教育モデル

R1.10.31 兵庫県 尼崎市 金沢型学校教育モデルについて

R1.10.31 神奈川県 茅ヶ崎市 市民協働事業について

R1.11.5 東京都 台東区 観光政策について（金沢版DMO）

R1.11.7 兵庫県 姫路市 子どもの貧困対策

R1.11.7 神奈川県 藤沢市 eスポーツ文化聖地の金沢について

R1.11.7 徳島県 徳島市 金沢中央卸売市場について

R1.11.8 北海道 旭川市 児童相談所

R1.11.8 大阪府 大阪府 市営墓地について

R1.11.12 福岡県 北九州市 東アジア文化都市

R1.11.12 東京都 大田区 金沢市まちなか自転車利用向上計画

R1.11.12 北海道 函館市 インバウンドについて

R1.11.13 広島県 広島市 自転車施策

R1.11.13 東京都 港区 ITビジネスプラザ武蔵について

R1.11.14 千葉県 千葉市 緑のまちづくり計画

R1.11.14 京都府 京都府 金沢国際交流財団

R1.11.19 大分県 大分市 自転車条例

R1.11.19 北海道 音更町 子どもの貧困対策について

R1.11.19 宮城県 仙台市 地域コミュニティ活性化推進条例について

R1.11.20 岡山県 岡山市 起業チャレンジ若者支援事業

R1.11.20 福岡県 福岡市 あめるんパークについて

R1.11.21 福岡県 福岡市 金沢21世紀美術館について

R1.11.21 京都府 宇治市 観光戦略プラン
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R1.11.27 北海道 伊達市 21世紀美術館について

R1.12.26 神奈川県 横浜市 歩けるまちづくりについて

R2.1.9 埼玉県 さいたま市 オープンデータについて

R2.1.17 愛媛県 愛媛県 町家情報館について

R2.1.21 静岡県 熱海市 交通政策について（地域運営交通運営費補助制度）

R2.1.21 福岡県 福岡市 金沢の食文化推進事業

R2.1.22 島根県 島根県 教員配置基準について

R2.1.23 愛媛県 大洲市 まちかど思い出ピアノについて

R2.1.23 福岡県 福岡県 外国人観光客の受入れについての取り組み

R2.1.27 長崎県 長崎市 宿泊税条例の制定

R2.1.28 大阪府 岸和田市 金沢型学校教育モデルについて

R2.1.29 埼玉県 熊谷市 金沢文化スポーツコミッション

R2.1.30 三重県 四日市市 地域コミュニティの活性化について

R2.2.3 岐阜県 岐阜市 歴史都市かなざわについて

R2.2.4 栃木県 那須塩原市 子ども議会について

R2.2.5 栃木県 足利市 景観政策

R2.2.5 愛知県 尾張旭市 男女共同参画推進条例について

R2.2.6 宮崎県 宮崎県 金沢型学校教育について

R2.2.6 愛媛県 八幡浜市 21世紀美術館について

R2.2.6 大阪府 堺市 金沢21世紀美術館について

R2.2.21 愛知県 蟹江町 金沢型教育モデル
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