
№ 視察日 都道府県 来庁市町 視　察　項　目

1 4月4日 神奈川県 厚木市 自殺対策基本条例について

2 4月4日 神奈川県 愛川町 自殺対策基本条例について

3 4月17日 福岡県 福岡市 公契約条例について

4 4月23日 愛媛県 今治市 乗合タクシーについて

5 4月23日 東京都 目黒区
公契約条例について
公共施設白書について

6 4月24日 鳥取県 鳥取市 生活保護受給者への自立支援の取組について

7 4月25日 三重県 津市 使用済小型家電リサイクル事業について

8 4月25日 三重県 鈴鹿市 使用済小型家電リサイクル事業について

9 5月13日 千葉県 君津市 生活保護受給者への自立支援の取組について  

10 5月16日 兵庫県 西脇市 公契約条例について  

11 5月14日 島根県 安来市 使用済小型家電リサイクル事業について  

12 5月22日 兵庫県 神戸市 中学校給食について 　

13 5月27日 山形県 鶴岡市 公契約条例について

14 5月27日 神奈川県 川崎市 中学校給食について  

15 6月6日 宮城県 仙台市 災害対応について

16 6月7日 神奈川県 川崎市 パーソナルサポートサービス事業について  

17 7月25日 愛知県 安城市 街路樹の管理について

18 8月1日 岩手県 奥州市 道路情報システムについて

19 8月19日 兵庫県 宝塚市 災害時の協力井戸について

20 10月2日 大阪府 八尾市 パーソナルサポートセンターについて

21 10月3日 京都府 福知山市 指定管理者制度導入のモニタリング

22 10月10日 鹿児島県 鹿児島市 議員の定数削減について

23 10月10日 京都府 久御山町 公契約条例について

24 10月15日 埼玉県 草加市 政務活動費について

25 10月21日 長野県 佐久市
銀河連邦を生かしたまちづくりについて
ゴミの減量化について

26 10月22日 福岡県 福津市 介護予防サポーター事業について

27 10月24日 埼玉県 三郷市 子ども若者支援事業について
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28 10月29日 愛知県 日進市 シティセールス推進事業について

29 10月31日 沖縄県 那覇市
メガソーラー導入事業について
ものづくり人材育成事業について

30 11月1日 愛知県 武豊町 市民健康文化センターの余熱利用について

31 11月5日 静岡県 静岡市 家庭ごみの減量化について

32 11月7日 岡山県 岡山市 使用済小型家電リサイクル事業について

33 11月8日 愛知県 稲沢市 危機管理体制について

34 11月12日 兵庫県 宝塚市 待機児童解消について

35 11月15日 静岡県 伊豆の国市 ふるさと自然体験教室「やませみ」について

36 11月18日 長崎県 長崎市 子ども若者支援事業について

37 11月21日 福岡県 福岡市 議会広報等について

38 11月22日 千葉県 浦安市 建築物の総合設計制度について

39 11月29日 沖縄県 石垣市 公契約条例について

40 12月16日 東京都 昭島市 パーソナルサポートセンターについて

41 1月14日 北海道 名寄市 男女共同参画事業の取組について

42 1月21日 岡山県 倉敷市 企業誘致の取り組みについて

43 1月22日 埼玉県 鴻巣市 自殺対策基本条例について

44 1月28日 熊本県 八代市 さがみはら森林ビジョン実施計画について

45 1月29日 滋賀県 彦根市 議会改革・通年議会について

46 1月31日 長野県 佐久市 議会広報等について

47 1月24日 神奈川県 横浜市 中学校給食について

48 2月4日 滋賀県 守山市 議会改革・通年議会について

49 2月4日 大分県 佐伯市 企業誘致の取り組みについて

50 2月4日 兵庫県 川西市 相模大野駅西側地区第1種市街地再開発事業について

51 2月5日 愛知県 名古屋市 住まいのエコ・バリアフリー改修費補助事業について

52 2月6日 長野県 長野市 公契約条例について

53 2月13日 青森県 三沢市 家庭ごみ減量化について

54 2月14日 熊本県 人吉市 公契約条例について

55 2月27日 神奈川県 湯河原町 使用済小型家電リサイクル事業について

56 2月27日 神奈川県 真鶴町 使用済小型家電リサイクル事業について

57 3月26日 静岡県 長泉町 耕作放棄地の再利用について


