
視察日 都道府県 市町村 視察項目

R4.4.15 埼玉県 さいたま市 歴史地区の保存取組について（こまちなみ含む）

R4.5.10 愛知県 岡崎市 金沢文化スポーツコミッションについて

R4.5.17 長崎県 長崎市 金沢駅での観光政策について

R4.5.18 北海道 室蘭市 地域活動のデジタル化について

R4.5.20 埼玉県 さいたま市 DX取組、ICT活用推進事業について・シビックテック推進事業について

R4.5.23 富山県 小矢部市 デジタル化の推進について

R4.5.23 広島県 広島市 金沢海みらい図書館について

R4.5.24 栃木県 宇都宮市 こども相談センター（金沢市児童相談所）について

R4.6.1 岡山県 岡山市 金沢文化スポーツコミッションについて

R4.6.28 長野県 岡谷市 金沢みらいのまち創造館の取組について

R4.6.28 沖縄県 石垣市 文化スポーツコミッション誘致推進事業について

R4.6.29 広島県 呉市 自主防災の取組について

R4.7.6 神奈川県 大和市 地域コミュニティ活性化推進計画事業について

R4.7.8 栃木県 日光市 持続可能な観光振興推進計画2021について

R4.7.12 青森県 弘前市 金沢市持続可能な観光振興推進計画2021について

R4.7.12 群馬県 館林市 かなざわ次世代エネルギーパークについて

R4.7.13 群馬県 前橋市 電子回覧板アプリについて・移動期日前投票所

R4.7.13 埼玉県 川口市 商店街支援の取組について

R4.7.14 茨城県 つくば市 下水汚泥混焼について

R4.7.15 東京都 目黒区 地域コミュニティICT活用促進事業費補助について

R4.7.20 山形県 山形市 防災対策について

R4.7.20 佐賀県 武雄市 大桑防災拠点広場について

R4.7.21 埼玉県 八潮市 田上校下新設小学校建設について

R4.7.22 埼玉県 三郷市 子どもの貧困対策について

R4.7.25 青森県 八戸市 石川中央都市圏ビジョンについて

R4.7.26 福岡県 北九州市 金沢市お帰り乗車券事業について
金沢Maasコンソーシアーム及びデジタル交通サービス
「のりまっし金沢」実証実験について

R4.7.26 千葉県 柏市 児童相談所の取組について

R4.7.27 鹿児島県 鹿児島市 公共シェアサイクル「まちのり」について・オープンデータの推進について

R4.7.29 東京都 墨田区 食品ロス削減推進計画について

R4.8.1 埼玉県 鶴ヶ島市 子ども議会教室について・通年議会について

R4.8.5 香川県 高松市 北陸新幹線延伸にかかる影響について

R4.8.5 三重県 津市 かなざわ次世代エネルギーパークについて

R4.8.9 兵庫県 小野市 アクティブシニア支援事業について

R4.8.9 神奈川県 川崎市 学生のまち・金沢推進について

R4.8.16 兵庫県 阪神市議会議長会
金沢市持続可能な観光振興推進計画2021について
公共シェアサイクル「まちのり」について

R4.8.19 北海道 旭川市 金沢市伝統工芸施設について

R4.8.19 大阪府 泉大津市 地域コミュニティ活性化推進計画事業について

R4.8.24 兵庫県 姫路市 夢ある公園再生・活用事業について

R4.9.27 青森県 むつ市 かなざわ次世代エネルギーパークについて

R4.9.28 大分県 宇佐市 Eスポーツについて

R4.10.4 北海道 帯広市 空き家対策について

R4.10.4 大分県 大分市 子育て世代包括支援拠点・子どもの貧困対策

R4.10.6 東京都 三鷹市 ふらっとバスについて

R4.10.7 千葉県 佐倉市 DXへの取組について

R4.10.7 福井県 鯖江市 ゴミの減量化・資源化について

R4.10.13 愛媛県 八幡浜市 無電柱化事業の取組について
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R4.10.17 石川県 白山市 DX推進における取組状況について

R4.10.18 兵庫県 芦屋市 オープンデータの活用について

R4.10.19 山梨県 甲府市 連携中枢都市圏（石川中央都市圏）について

R4.10.20 岐阜県 岐阜市 金沢市の商業振興施設について

R4.10.21 千葉県 千葉市 子育て支援　自転車施設

R4.10.24 群馬県 太田市 かなざわ子育てすまいるクーポンの概要について

R4.10.24 福島県 福島市 児童相談所（子ども相談センター）について

R4.10.25 東京都 練馬区 金沢デジタル戦略2.0

R4.10.26 東京都 調布市 金沢デジタル戦略概要・文書決裁の押印廃止（電子化）

R4.10.28 神奈川県 藤沢市 高齢者の移動支援について・金沢ふらっとバス及びバスロケーションシステムについて

R4.10.31 東京都 足立区 金沢型学校教育モデル

R4.11.1 大阪府 八尾市 ものづくり戦略について

R4.11.2 沖縄県 那覇市 こども総合相談センター（児童相談所）について

R4.11.7 埼玉県 八潮市 空き家対策について

R4.11.8 東京都 中野区 金沢市子ども生活応援プランについて

R4.11.8 鹿児島県 出水市 観光行政について（重要伝統的建造物群保存地区）

R4.11.9 埼玉県 さいたま市 かなざわ子育て夢プラン2022・幼児教育、保育の充実

R4.11.9 福岡県 福岡市 景観政策について

R4.11.10 埼玉県 志木市 「世界都市金沢」小中一貫英語教育特区について・水害に強いまちづくりについて

R4.11.10 鹿児島県 霧島市 宿泊税の導入について

R4.11.15 青森県 八戸市 金沢21世紀美術館について

R4.11.16 大阪府 河内長野市 金沢方式無電柱化について・金沢MaaSコンソーシアムの取組について

R4.11.22 新潟県 三条市 学生のまち・金沢推進について

R4.11.25 福岡県 福岡市 文化芸術活動の相談窓口（アーツカウンシル金沢）の設置について・オンライン保育の支援について

R4.12.20 山梨県 甲府市 「金澤町家情報館」について

R4.12.23 千葉県 千葉市 結ネットを活用したICTによる地域連携

R5.1.13 静岡県 静岡市 「結ネット」の活用について

R5.1.20 佐賀県 嬉野市 伝統的建造物群保存地区について

R5.1.23 滋賀県 竜王町 コンパクトなまちづくりについて

R5.1.31 広島県 福山市 自治体DXの取組状況にについて

R5.1.31 徳島県 徳島市 金沢市立図書館について

R5.2.2 沖縄県 沖縄市 議会運営について

R5.2.3 岩手県 北上市 協働のまちづくりについて

R5.2.9 千葉県 茂原市 学生のまち・金沢の推進について
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