
視察日 都市名 視察項目

4月13日 松原市 スマートウェルネスシティについて

4月13日 長崎市 新たな交通システムについて，空き家対策について

4月19日 刈谷市 新たな交通推進事業について

4月19日 今治市 議会運営について，議会改革の取り組みについて

4月20日 羽曳野市 １２次産業化推進事業について

4月28日 小山市 新潟発わくわく教育ファームについて

4月28日 宇治市 スマートウェルネスシティへの取り組みについて

5月8日 上尾市 スマートウエルネスについて

5月9日 町田市 BRTの導入，新バスシステム

5月16日 佐賀市 ニューフードバレープロジェクトについて

5月23日 根室市 新潟市財政経営推進計画について

5月25日 葛城市 自家用消費小型風力発電について

5月25日 神戸市 新潟市食育推進条例について

5月26日 札幌市
スマートウエルネスシティの取組について
産後ケア事業について
高齢者の外出支援について

6月2日 札幌市 ＢＲＴについて

7月4日 八戸市 議会改革について

7月5日 三重県 新潟市アグリパークの運営状況と課題について

7月5日
埼玉県第４区
市議会議長会

新潟市議会における議会改革について

7月6日 足利市
学校図書館支援センターの取り組みについて
ミズベリング信濃川やすらぎ堤について

7月6日 豊中市 姉妹都市交流について

7月11日 松戸市 国家戦略特区の規制緩和を活用した農家レストランについて
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7月12日 秦野市 農家レストランの取組みについて

7月12日 各務原市 にいがた未来ポイントについて

7月13日 江東区 新たな交通システム（ＢＲＴ）について

7月14日 気仙沼市 新潟駅前広場整備事業について

7月19日 板橋区 債権管理について

7月20日 宇都宮市 農業の１２次産業化について

7月20日 敦賀市 日本遺産（北前船）の今後の展望

7月21日 白山市 「鉄道のまちづくり」について

7月21日 中之条町
新潟みらいポイントの運営について
町づくりへの波及効果について

7月24日 福岡市 高齢者おでかけ促進事業「シニア半わり」について

7月25日 愛媛県
農業振興への取組みについて
６次産業化等の取組みと生産技術研究について

7月25日 日光市 新潟ニューフードバレー構想について

7月25日 千葉市
立地適正化計画について
児童相談所について

7月26日 鹿児島市
議会報告会について
その他の議会運営について

7月27日 伊勢崎市 国家戦略特別区域について

7月27日 京都市 スマートエネルギーシティの構築について

8月1日 川崎市
太夫浜霊園における樹木葬による墓地整備について
公園の里親制度（アダプト・プログラム）について

8月2日 姫路市 わくわく教育ファームについて

8月3日 八千代市 ミズベリング信濃川やすらぎ堤について

8月7日 郡山市 地域の茶の間への助成事業について

8月8日 羽村市 下水熱システムについて
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8月9日 京都府
スポーツコミッションを中心とした地域スポーツ振興について
地域コミュニティ活性化の取組について

8月10日 羽村市 花育マスター制度・食育マスター制度について

8月16日 横浜市 新たな交通システム（連節バス／ＢＲＴ）について

8月17日 横浜市 健康データの見える化について

8月21日 北栄町 革新的農業実践特区の取り組みについて

8月22日 五所川原市 新潟市アグリパークについて

8月22日 名古屋市
新バスシステム・ＢＲＴについて
除雪対策について

8月23日 大田区
新潟市医療計画（災害時における医療）について
在宅医療・介護連携推進事業について

8月23日 名古屋市 信濃川のやすらぎ堤について

8月23日 さいたま市
児童自立支援施設への関与について
新たな交通システムについて

8月24日 江戸川区 新潟市財産経営推進計画について

8月29日 新潟県
保安林を活用した新産業創出事業の取組について
さつまいもシルキースイートのブランド化について

8月30日 名古屋市 新バスシステム・ＢＲＴについて

8月30日 宇都宮市 田んぼダムについて

9月1日 燕市
マンホールトイレの設置について
防災アプリについて

9月7日 和歌山県 新潟市美術館の運営と取組について

10月4日 八千代市 行政改革プラン２０１５について

10月18日 立川市 スマートウェルネスシティについて

10月18日 松江市
食文化創造都市の推進について
航空機産業部品製造技術高度化支援事業について

10月18日 中富良野町 新潟市イクボス宣言について

10月18日 菊池市 新潟発　わくわく教育ファーム推進事業について
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10月19日 飯田市 議会活性化への取り組み及び議会運営について

10月19日 堺市 ＢＲＴについて

10月19日 練馬区 農業実践特区における農家レストランの設置について

10月24日 知多市 下水道延命化（新潟市下水道中期ビジョン）について

10月24日 瑞穂町 食育の取り組みについて

10月24日 横浜市 ＢＲＴを含めた新バスシステムによる持続可能な公共交通について

10月25日 静岡県
新潟市ニューフードバレープロジェクトについて
農業へのＩＣＴ導入について
新潟市航空機産業クラスター事業について

10月26日 秋田市 下水熱の利用について

10月26日 目黒区 移動しやすいまちづくり基本計画について

10月27日 戸田市 ユニバーサルデザインの取り組みについて

10月27日 津山市 新潟発わくわく教育ファーム推進事業について

10月31日 越谷市 生活困窮者自立支援制度に係る取組みについて

11月1日 一宮市
ミズベリング信濃川やすらぎ堤に関する調査
ビッグデータを活用した交通安全対策（日和山小学校新校舎周辺）に関する
調査

11月2日 さいたま市
空き家活用リフォーム推進事業について
新潟市マンガの家について
新潟市マンガ・アニメ情報館について

11月6日 札幌市 スマートウェルネスシティ

11月6日 相模原市 新潟市における区のあり方に対する考え方について

11月7日 相模原市 新潟市北区での取り組みについて

11月7日 加須市 スマートウェルネスシティについて

11月7日 西条市
議会改革の取組について
議会報告会について
議員提案による条例の制定について



視察日 都市名 視察項目

行政視察受入状況（平成29年度）

11月8日 水戸市
民生委員協力員制度について
子どもの貧困対策について

11月8日 倉敷市 わくわく教育ファームについて

11月8日 大田区 スマートウェルネスシティについて

11月13日 秋田市 新潟市革新的農業実践特区について

11月14日 秋田市 アグリパークの概要について

11月14日
埼玉県児玉郡
町議会議長会

「バイオマス産業都市構想・もみ殻バイオマス」について

11月14日 長崎市 地域コミュニティ協議会について

11月15日 聖籠町
新潟市の教育ビジョン基本構想・基本計画について
小・中学校の学力向上施策について
小・中学校における「いじめ」対策について

11月16日 広島市
新潟市中央卸売市場について
新潟市革新的農業実践特区について

11月17日 山口県 博物館概要及び新潟のあゆみについて

1月15日 姫路市 りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館について

1月17日 豊橋市
公共交通について
市営住宅ポイント方式について
サウンディング型市場調査について

1月24日 横浜市
議会運営等について
議会活性化の取り組みについて

1月30日 京都市 ＢＲＴ導入とバス路線の再編からなる新バスシステムの取組について

2月1日 新潟県 実践的な訓練施設を活用した消防力向上の取り組みについて

2月8日 旭川市 新バスシステム・ＢＲＴについて

2月8日 名古屋市 新潟市消防局・中央消防署について

2月15日 矢巾町
ライジングボラードの設置について
環状交差点（ラウンドアバウト）の整備について

3月26日 豊田市 空き家対策について

3月27日 富山県朝日町
「食文化創造都市にいがた」の取り組みについて
ガストロノミーツーリズムについて


