
視察日 都市名 視察項目

4月12日 新潟県 新潟駅周辺整備事業の進捗状況について

4月13日 横浜市 地域商店魅力アップ応援事業の取り組みと実態について

4月28日 岡崎市 新潟ニューフードバレープロジェクトについて

5月10日 厚木市 新潟発わくわく教育ファーム推進事業について

5月11日 さいたま市
子育て支援健幸すまいリフォーム助成事業及び空き家活用リフォーム推
進事業について
就学援助制度及び奨学金制度について

5月11日 宇和島市 地域包括ケアシステムについて

5月12日 守山市 スクールランチについて

5月20日 倉敷市 新潟市救急ステーションについて

5月24日 大分市 にいがた未来ポイントについて

5月30日 倉敷市 水道局における震災対策について

7月5日 大分市 新潟発わくわく教育ファーム推進事業について

7月8日 東京都中央区 子ども子育て支援施策について

7月11日 浜松市 食育と花育について

7月12日 浜松市 市民ホール（音楽・舞台芸術の拠点）としてのあり方について

7月12日 塩尻市 秋葉区総合体育館の建築経過及び運営について

7月12日 豊橋市 スマートウェルネスシティについて

7月13日
埼玉県央広域事
務組合

消防本部の概要、大災害時の応援活動概要、車両展示等について

7月13日 小田原市 基本条例制定後の議会改革について

7月13日 松江市 新潟発わくわく教育ファーム推進事業について

7月13日 盛岡市 農業振興策について

7月14日 盛岡市 新潟市中央卸売市場の活性化施策について

行政視察受入状況（平成28年度）



視察日 都市名 視察項目

行政視察受入状況（平成28年度）

7月14日 丸森町
農業振興（６次産業化、球根販売、集落営農、自然栽培など）について
防災・危機管理（河川氾濫）について

7月19日 宮崎市 ごみ出し支援事業について

7月20日 四日市市 都市交通利用促進と新たな交通システムの導入について

7月20日 岐阜市 新田清掃センターの管理運営等について

7月21日 岐阜市 中央卸売市場の管理運営等について

7月21日 春日井市 アグリパークについて

7月21日 横浜市
新潟市文化・スポーツコミッションについて
新潟市消防局・中央消防署庁舎の整備について

7月22日 札幌市 新潟ニューフードバレーの推進について

7月22日 東近江市 一人あたりの平均虫歯数が少ない理由について

7月22日 仙台市 大規模経営に向けた農地集約の状況、小規模農家の就農状況について

7月25日 長浜市 農業政策（アグリパーク）について

7月25日 さくら市 議会運営、議会活性化への取り組みについて

7月26日 小金井市
環境モデル都市アクションプランについて
総合的空き家対策について

7月26日 大分市 新潟ニューフードバレープロジェクトについて

7月28日 西尾市 にいがた防災アクションについて

7月28日 長崎市
NIIGATA SKY PROJECTについて
文化創造都市ビジョンについて

7月29日 向日市 プロスポーツチームとの連携について

8月2日 鴻巣市 議会改革の取り組みについて

8月2日 福岡市 国家戦略特区を活用した農家レストランについて

8月2日 恵那市 亀貝土地区画整理事業について

8月4日 貝塚市 新たな交通推進事業について
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8月8日 豊橋市 プロスポーツチームと行政との連携のあり方について

8月9日 所沢市
正副議長選挙に係る所信表明会開催について
議会改革推進会議について
その他の議会改革の取り組みについて

8月17日 千葉市

UIJ支援にいがたすまいリフォーム助成事業及び空き家活用リフォーム推
進事業について
就学援助制度について
議会改革について

8月19日 小山市 田んぼダムについて

8月19日 千曲市
古町芸妓育成支援補助金について
新潟・古町芸妓文化の活用による中央区賑わい創出事業補助金につい
て

8月24日 鹿児島市 新潟市国土強靭化地域計画について

8月25日 市川市
子どもショートステイ（子育て短期支援事業）について
病児デイサービスについて
児童発達支援センターについて（現地視察）

8月25日 所沢市 地域提案型空き家活用事業について

8月26日 新居浜市
新潟市動物の愛護及び管理に関する条例について
空き家の活用について

8月30日 柏崎市 聴覚障がい児・者のコミュニケーションツールの現状と課題等について

8月30日 秋田県 東堀通り・西堀通り等の一方通行規制解除について

8月31日 神戸市
スマートウェルネスシテイについて
ライジングボラードについて
自転車利用環境計画について

9月2日 大阪市

新潟市学習習慣支援プログラム
新潟市食育推進計画
食育マスター制度
いくとぴあ食花

9月5日 大阪府 NIIGATA SKY PROJECT、戦略的複合共同工場について

10月7日 秋田県 北東アジア地区地方議会議長フォーラム開催状況等について

10月12日 甘楽町 ひまわり隊について

10月12日 宮崎市 災害時の対応について

10月12日 相模原市 スマートウェルネスシティについて
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10月12日 天理市 新潟市アグリパークについて

10月13日 天理市
公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例につい
て
新潟ニューフードバレーについて

10月13日 佐世保市 公共施設の適正配置及び保全計画について

10月14日 佐賀市 バイオマス産業都市構想（下水汚泥の利活用拡大）について

10月17日 門真市 新潟発わくわく教育ファーム推進事業について

10月19日 新潟県
新潟市革新的農業実践特区の取り組みについて
アグリパークの施設について

10月20日 川崎市
新潟市の公立学校での少人数学級の実施状況について
新潟市障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例について

10月20日 津市 わくわく教育ファームについて

10月24日 横手市
国家戦略特区（農業特区）の取り組みについて
ニューフードバレー構想について
田んぼダムの取り組みについて

10月25日 岐阜市 新潟駅周辺整備事業について

10月25日 八尾市
施設カルテ、地域の公共施設のこれからを考えるワークショップについて
オープンデータについて

10月26日 横手市 農業活性化研究センターの概要について

10月26日 東京都台東区 空き家に関する取り組みについて

10月27日 野田市 アダプト・プログラムについて

10月27日 東京都新宿区 行財政改革（新潟市行政改革プラン２０１５）について

10月27日 柏崎市 バイオパワーステーション新潟の現地視察

10月28日 三次市 新潟市アグリパークの取り組み・管理運営について

10月31日 春日市 スマートウェルネスシティについて

11月1日 土浦市
議会基本条例の運用について
議会改革の状況について
その他の議会運営に関すること

11月1日 福井市
障がいのある人もない人も共に生きるまちづくり条例について
歩道除雪奨励金交付事業について
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11月1日 大和市 地域包括ケア推進モデルハウスについて

11月8日 沼津市 文化・スポーツを活用した観光・商業振興施策について

11月8日 杉戸町 ごみの減量、リサイクルの取り組みとサイチョのごみ分別アプリについて

11月8日
高崎市・安中市
消防組合

消防局の概要について
消防本部庁舎建設に関して
救急ワークステーションについて
女性消防団の入団促進事業について

11月10日 広島市
ごみ減量化に向けた取り組みについて
新潟市景況調査について

11月10日 富士見市 民生委員協力員制度について

11月11日 高槻市 胃がん検診の推進（内視鏡検診）について

11月11日 鳥取市
国土強靭化地域計画について
公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例につい
て

11月14日 福岡市 文化スポーツコミッションについて

11月15日 町田市 にいがた若者自立応援ネットについて

11月15日 広島市 障害者差別解消に向けた取り組みについて

11月15日 福岡市 佐潟について

11月16日 瀬戸市 議会改革について

11月17日 さいたま市
浸水対策について
にいがた防災アプリについて

11月17日 姫路市 新潟市民芸術文化会館について

1月24日 鹿児島市
空き家活用のためのリフォーム支援について
地域提案型の空き家活用への支援について
にいがた未来ポイントについて

1月24日 盛岡市
議会報告会について
議員間討議について

1月24日 宇都宮市
スポ柳都にいがたプラン（スポーツ振興計画）について
新潟市文化・スポーツコミッションについて

1月26日 浜松市
重度心身障害者医療事業について
BRTについて

1月26日 西宮市
公共交通及び自転車で移動しやすく快適に歩けるまちづくり条例につい
て
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1月30日 伊勢崎市 にいがた防災アプリについて

1月31日 名古屋市 BRTについて

2月1日 新座市 放課後児童クラブについて

2月1日 和歌山市 中央卸売市場の管理運営等について

2月3日 市原市 新潟市革新的農業実践特区の取組み状況について

2月6日 大崎市
農業特区による官民協働の農業振興の取り組みについて
利便性の高い公共交通システム確立への取り組みについて

2月7日 高松市 商業振興施策について

2月8日 大阪市
地域商店魅力アップ応援事業について
新潟市の大都市制度について（行政区のあり方等）
新バスシステム（BRT）の取り組みについて

2月9日 大和市 こども創造センターについて

3月27日 玖珠町
新津鉄道資料館について
にいつ鉄道商店街について

3月30日 高松市 動物ふれあいセンターの取り組みについて

3月30日 愛知県 ニューフードバレー構想について


