
視察日 都市名 視察項目

4月11日 新潟県 新潟駅高架駅第1期開業について

4月19日 府中市 新潟市における青少年育成・若者支援の取り組みについて

4月20日 札幌市 農家レストランについて

4月26日 岡山市 区のあり方について

4月26日 福山市 スマートウェルネスシティについて

4月27日 相模原市 新潟駅付近連続立体交差事業について

5月7日 町田市 新潟市地域包括ケア推進モデルハウスについて

5月9日 東広島市 ラウンドアバウトへの取組等について

5月9日 町田市 農業の6次産業化推進について

5月9日 大村市
新潟発わくわく教育ファーム推進事業について
農業を活用した障がい者雇用の促進事業について

5月10日 北九州市 ＢＲＴの導入と新バスシステムについて

5月14日 豊島区 東アジア文化都市について

5月15日 亀岡市
農業の12次産業化について
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

5月16日 八王子市 スポーツを活用した官民連携施策の推進について

5月17日 八王子市 防災拠点整備について

5月23日 福岡市 「実家の茶の間・紫竹」（基幹型地域包括ケア推進モデルハウス）の取組について

5月23日 名古屋市 在宅介護の支援について

5月24日 宇部市 バイオマス産業都市（下水汚泥の利活用拡大）について

5月25日 千葉県 次世代店舗支援事業（地域商店魅力アップ応援事業）について

5月25日 下関市 新潟市健康寿命延伸計画について

5月30日 岡山市
少人数学級について
交通政策について

5月30日 前橋市
新潟ニューフードバレーについて
環境モデル都市にいがたについて

6月7日 名古屋市
新潟市農業構想について
アグリパークにおける公立教育ファーム及び6次産業化支援の取り組みについて

7月4日 習志野市 地域包括ケアシステムについて

行政視察受入状況（平成30年度）
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7月4日 岡山市
市街化調整区域における企業立地について
田園資源の12次産業化について

7月4日 小国町
議会改革について
議会報告会について

7月5日 倉敷市
移住定住政策について
移住モデル地区について

7月5日 岡山市
アーツカウンシル新潟について
りゅーとぴあ（新潟市民芸術文化会館）について

7月5日 登米市 ＩＣＴを活用した水田管理について

7月6日 九度山町
ＨＡＰＰＹターンについて
アキハスムプロジェクトについて

7月10日 稲沢市
農業特区に係る第６次産業の取り組みについて
農業活性化研究センターについて

7月11日 日立市 スマートウェルネスシティの取組について

7月11日 昭島市 河川敷のにぎわい創出「ミズベリング」について

7月11日 大分市 新潟市12次産業化推進計画について

7月12日 鹿児島市
移住・定住支援の取組みについて
新しいＩＣＴの活用に向けた取組みについて

7月17日 一宮市 スマートウェルネスシティについて

7月18日 龍ヶ崎市 スマートウェルネスシティ（健幸都市づくり）について

7月18日 奥州市 食文化創造都市について

7月19日 奥州市 アグリパークについて

7月19日 水戸市 新潟市子どもの貧困対策推進計画について

7月20日 千代田町 6次産業化について

7月24日 大津市 バリアレス縁石の導入によるバリアフリーバス停留所整備の取り組みについて

7月25日 姫路市
障がい者就業支援センター　コアサポートについて
障害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

7月25日 福島市
健幸づくり応援食品認定制度について
越後姫の栄養機能食品認定について
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7月26日 駒ケ根市 新潟ニューフードバレープロジェクトと農業の6次産業化推進について

7月26日 泉佐野市 アイスアリーナ基本計画について

7月26日 埼玉県 新潟市戦略的複合共同工場について

7月27日 埼玉県 新潟市歴史博物館（みなとぴあ）について

8月1日 那覇市 スポ柳都にいがたプランについて

8月1日 春日部市 にいがた未来ポイントについて

8月3日 愛知県 通学路におけるライジングボラードの導入について

8月6日 北九州市 ＢＲＴの導入と新バスシステムについて

8月7日 福岡市
美術館リニューアルと学校向けプログラムについて
外国語表記による保険料等の納付手引き案内について
子ども医療費助成制度の対象年齢拡大（高校3年生）の概要について

8月8日 福岡市 卸売市場リニューアル後の運営等について

8月8日 宝塚市
スポーツ振興政策について
スポーツ振興における官民連携について
スポーツコミッションの取り組みについて

8月8日 四日市市 移住・定住促進の取り組みについて

8月9日 静岡市
新潟港開港150周年記念事業について
みなとオアシス新潟について
ミズベリング信濃川やすらぎ堤について

8月20日 福岡市 空き家対策について

8月21日
鴻巣行田北本
環境資源組合

廃棄物処理事業の取組み、施設の概要・管理状況等について

8月22日 飯塚市 公共施設等の有効活用に向けた取り組みについて

8月24日 さいたま市
予算編成状況の公開について
予算編成における市民意見の募集について

8月27日 神戸市
健康寿命延伸について
にいがた未来ポイントについて
新潟市パーソナル・サポート・センターについて

8月30日 大田区
港湾エリア及び水辺空間の魅力創出に向けたまちづくりについて
使用済小型家電回収における障がい者施設との連携について

8月30日 浜松市 新潟市動物愛護センターの取り組みについて

8月31日 名古屋市 在宅医療・介護連携について

9月5日 荒川区 新潟市児童相談所の概要および運営について
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9月6日 新潟県 航空機産業の育成による産業振興と雇用創出の取組について

10月10日 高崎市 アグリパーク～農業活性化の取り組みについて

10月10日 尾道市 新潟市アグリパークについて

10月11日 山梨市 ＩＴを活用した農業の活性化について

10月11日 甲府市 新しいＩＣＴの活用推進に向けた取組について

10月12日 上田市
農業特区を活用した取り組み（農家レストラン）について
農業を核とした取り組みについて

10月12日 射水市
新潟開港150周年記念事業の取り組みについて
ミズベリング信濃川やすらぎ堤の取り組みについて

10月16日 寝屋川市 新潟駅付近連続立体交差事業について

10月16日 相模原市 在宅医療・介護連携推進事業について

10月17日 東京都北区 自治体のＰＲ（戦略的広報・広報紙等）について

10月17日 大阪市 スマートウェルネスシティについて

10月18日 川崎市
議会運営全般について
議会改革等の各種取組について
大学とのパートナーシップ協定締結の取組について

10月19日 東村山市 特別支援教育サポートセンターについて

10月23日 目黒区
寺山公園（子育て交流施設「い～てらす」）の整備について
「レッツ・アダプト・ア・パーク！」事業について

10月23日 静岡県 ＩＴ産業・コンテンツ産業の活性化について

10月23日 常陸太田市 教職員の多忙化解消行動計画について

10月24日 常陸太田市 こども創造センターについて

10月24日 藤沢市 地域別実行計画について

10月24日 狛江市 ライジングボラードによる歩行者主体の道路空間創出の取り組みについて

10月24日 甲府市 バイオマス産業都市構想について

10月25日 桶川市 職員の育成について

10月25日 足立区 先端技術活用支援について

10月29日 岐阜市 日本海東北自動車道「新潟東スマートインターチェンジ」整備効果検証結果について
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10月29日 唐津市 障がい者就業支援センター「こあサポート」について

11月5日 太田市 新たな交通システムについて

11月5日 熊谷市
ミズベリング信濃川やすらぎ堤について
スポーツチームと地域との連携協働について

11月7日 土浦市 スマートウエルネスシティの取り組みについて

11月13日 枚方市 学校図書館支援について

11月13日 札幌市 新潟アサヒアレックスアイスアリーナについて

11月13日 仙台市
ＮＩＩＧＡＴＡ　ＳＫＹ　ＰＲＯＪＥＫＴについて
マンガ・アニメを活用したまちづくり構想について

11月14日 旭川市 庁舎再編と総合窓口の導入について

11月14日
御船地区
衛生施設組合

舞平清掃センターについて

11月15日 北九州市 障がい者の通学介助支援について

11月15日 沖縄市
スマートウエルネスシティについて
新潟ニューフードバレープロジェクトと農業の６次産業化推進について

11月19日 横浜市 区のあり方にかかる課題整理及び取り組み状況について

11月20日 酒田市
対岸諸国ほか，海外諸国・諸都市との交流状況について
インバウンド観光客の受け入れについて
新潟ＤＣの取り組みについて

11月21日 萩市 公共交通について

11月21日 福岡市 ふるさと納税における返礼品の募集について

11月25日 鹿児島県 新潟市こども創造センターについて

11月26日 鹿児島県 待機児童ゼロを達成している新潟市における保育行政について

1月17日 千葉市 住宅リフォームの助成事業

1月30日 岡崎市 河川敷のにぎわい創出「ミズベリング」について

1月31日 名張市
議会報告会について
にいがた市議会だよりについて

2月6日 浜松市
議会だよりの作成について
議員会派室におけるインターネットの使用について

2月12日 倉吉市 国際交流について

3月26日 大仙市 ＩＣＴ活用農業（水田管理）について


