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本日の内容

・ご挨拶
・皆さんの自己紹介＆関心ごと
・区政報告＆皆さんの感想
・区政報告ディスカッション①：「一般質問」報告
・区政報告ディスカッション②：「平成24年度予算について」
・おわりに：全体のまとめ＆閉会

配布資料：
１．あやこcafé資料（本資料）
２．鈴木あやこ区議会レポート2月号（参考資料）
３．平成24年度予算について（こうとう区報から抜粋）

配布資料：
１．あやこcafé資料（本資料）
２．鈴木あやこ区議会レポート2月号（参考資料）
３．平成24年度予算について（こうとう区報から抜粋）
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（１）江東区ホームページのリニューアルについて
-「見やすく、探しやすく、使いやすい」ホームページ

（２）Twitterの活用について
-

 
区政情報、観光情報の発信
-

 
Twitter対話会による区長と区民の対話の提案

（３）facebookの活用について
 -区政情報、観光情報の発信、区民との双方向の対話型広報ツール

（４）江東区総合コールセンターの設置について

一般質問
 

1.ICTを活用した区民サービスの向上について



（答弁）1.ICTを活用した区民サービスの向上について
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（１）江東区ホームページのリニューアルについて
当面は、現行モデルを改修し、更なる利便性、分かりやすさの
向上を図っていく。全面リニューアルは重要な課題。
経費面も含めて総合的に検討。

（２）Twitterの活用について
災害に関する情報発信で活用予定。

 区長のTwitter対話会は、広聴事業を展開する中での課題とする。

（３）facebookの活用について
 facebook利用者の目的は人脈の広がりとコミュニケーションにあ

ると認識。現状は区報全戸配布、ホームページ、ケーブルテレビ、
FMラジオ、新聞、広報掲示板などの広報媒体の活用を十分に図る。

（４）江東区総合コールセンターの設置について
住民サービスの更なる向上策として認識。平成２２年度に導入に向

 けた検討を行ったが、導入には年間７０００万円が必要と見込まれ、厳

 しい財政状況の中で、福祉や待機児童対策を優先したため、見送り。



一般質問
 

2. 本区の図書館、教育施策について
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（１）情報の発信拠点としての図書館の活用について
-江東区の図書館運営ビジョンについて

（２）電子書籍の導入について
-電子図書の貸出サービスの導入

（３）子育て世代が利用しやすい図書館について
-図書館内における託児サービスの導入

（４）教育現場におけるICTの活用について
-電子黒板の配置台数増、1人1台のタブレットPC配備
-デジタル教科書の導入状況

（５）学校拠点における無線LAN設備の活用について
-防災拠点としての学校施設の無線LAN化
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（１）情報の発信拠点としての図書館の活用について
-ビジネスルームやインターネット閲覧サービスなどで情報の発信。
「地域の生涯学習拠点として、地域発展に貢献し、区民に親しま
れる図書館」をめざし、質の高いサービスの提供を図る。

（２）電子書籍の導入について
-今後の電子書籍市場や著作権問題の進展状況をふまえて検討。

（３）子育て世代が利用しやすい図書館について
-

 
全図書館で児童コーナーの設置や、おはなし会の開催な
ど保護者がお子さんと一緒に利用できる環境整備をしている。
図書館内における託児サービスの導入は、費用面を含め検討課題。

（４）教育現場におけるICTの活用について
-平成１９年に小中学校で３台ずつ電子黒板を配備。タブレット
PCについては国のフューチャースクール事業の結果を注視する。
-デジタル教科書は、２３年度は小学校、中学校は２４年度導入予定。

（５）学校拠点における無線LAN設備の活用について
-現在の小中学校のLAN環境は有線。防災の観点から学校の無線LAN
化は有効であるが、まずは現行の校内LANの活用方法や更なるICT活
用の可能性を検証した上で検討課題とする。

（答弁）
 

2. 本区の図書館、教育施策について



一般質問
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３．自動車のご当地ナンバープレートの導入について

-観光振興、地域のイメージアップ、江東区への愛着度アップのため、
ご当地ナンバー導入。
（例：「湾岸」「臨海」「豊洲」「深川」）

【ご当地ナンバー申請の条件】

①地域特性について一定のまとま

 りのある複数の市町村が原則

 ②登録されている自動車の台数が

 10万台を超えていること

 （江東区の登録台数：約11万台）
③都道府県内の人口、登録自動車

 の数等に関して極端なアンバラス

 がないこと。

 

【ご当地ナンバー申請の条件】

①地域特性について一定のまとま

 りのある複数の市町村が原則
②登録されている自動車の台数が

 10万台を超えていること
（江東区の登録台数：約11万台）
③都道府県内の人口、登録自動車

 の数等に関して極端なアンバラス

 がないこと。

【全国のご当地ナンバー】

仙台/会津/つくば/那須
高崎/川越/成田/柏
金沢/諏訪/富士山/伊豆
豊田/岡崎/一宮/鈴鹿
堺/倉敷/下関

【全国のご当地ナンバー】

仙台/会津/つくば/那須
高崎/川越/成田/柏
金沢/諏訪/富士山/伊豆
豊田/岡崎/一宮/鈴鹿
堺/倉敷/下関



一般質問（答弁）
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３．自動車のご当地ナンバープレートの導入について

-

 
当地ナンバーの導入は、地域のイメージアップや住民の地域への愛着

を増進させるなど、新たな基本構想の中でまちづくりを進める江東区に
も意義あるものと認識。江東区も自動車ユーザーを中心とした区民全体
のニーズを前提として検討することとしているが、現時点では意向調査を
する段階には至っていない。
ご当地ナンバーは平成２０年１１月、１９番目の「富士山」以降、新た

な交付は行われていない。
現在国土交通省で「ナンバープレートのあり方に関する懇談会」を実施
しており、３月の中間の取りまとめを行うこととなっているので、検討の
方向を注視していきたい。



8

参考事例集

一般質問参考資料（先進自治体の施策）



【参考事例】1.ICT技術を活用した区民サービスの向上について



各部署別ページ。(例）ポータルサイト導入が検討される「子育て」情報のページの現状

「保育園」のページを開くと・・・

（例）「保育園とは」のページを開くと・・・

【参考事例】江東区ホームページ
 

画面遷移



【参考視察事例】ホームページリニューアル事例
 

甲府市役所

甲府市役所では平成23年10月～市のホームページをリニューアル。「日本一親切・丁寧」を

 モットーに「閲覧者・市職員にとってわかりやすく使いやすい」ホームページを目指している。

■甲府市ホームページ：観光ポータル（観光課）



【参考視察事例】1.ICT技術を活用した区民サービスの向上について

Twitter市長との対話会～熊谷俊人千葉市長に聞きました

■訪問日：2011年12月5日（月）
■訪問先：熊谷千葉市長、片桐市民自治部長、

広報課職員
■ヒアリング内容：
①千葉市の広報について
②千葉市コールセンターについて
③千葉市長Twitter対話会
ソーシャルメディア活用についての考え方

千葉市・千葉市長のTwitter・facebook

運用開始:平成22年4月28日
フォロワー数：約4000人

運用開始:平成23年3月14日
フォロワー数：約18,000人

■千葉市facebook：
市政情報、イベント情報や緊急情報の配信
運用開始:平成23年11月1日
いいね！：約474人

12



【事例】ソーシャルメディアの利用事例：千葉市Twitter対話会

Twitterを活用した市長との対話会
 

概要

■千葉市では、広報課、シティセールス推進室、市長がアカウントを持ち、

 積極的にソーシャルメディアを活用。
■「市長との対話会」のインターネット版として１１月１６日にツイッター

 版の対話会を実施。市民に対する政策の広報、意見を聴く広聴に活用してい

 る。なお、会場で実施している対話会はUSTREAMの中継を行っている。

・平成２２年８月１０日

 
２１:００～２２：００

「市の財政の健全化への取り組み」
参加者：７９人、総ツイート数２６３（市長含む）

・平成２２年１１月２４日

 
２１：００～２２：３０

「ごみ削減、誰のため？何のため？」
参加者７５人、総ツイート４１６（市長含む）

・平成２３年４月２７日

 
２１：００～２２：３０

「みなさんの２３年予算ー未来を守るために」
「東日本大震災の被災状況について」

・平成２４年１１月１６日

 
２１：００～２３：３０

「こども政策

 
～こどもを産み育てたいまちへ～」 13



【事例】ソーシャルメディアの利用事例：佐賀県武雄市

■人口：5万人
■市長：樋渡啓介市長
■職員数：390人
■facebook移行の経緯
2011年8月1日、市の公式ホームページを

 全面facebook化。全国の自治体で初。
「つながる部」「つながる課」を創設。
■移行費用：63万円
維持管理費：月額2万円
（江東区HP運営予算：1043万円：22年度）

■メリット
（１）政策や防災情報など市民からの意見

 や質問が受け付けられ、情報の『見える化』
（２）双方向性と共有性
（市民とバトルすることもあるほど）

樋渡市長に
お会いしました！

 
（2011.1．18 facebook 
交流会in福島

 

にて）

 

樋渡市長に
お会いしました！

 
（2011.1．18 facebook 
交流会in福島

 

にて）

武雄市のホームページアクセス数

 (2011年8月～4か月）

 1430万件
 （月平均：330万件）

 移行前の66倍に！
 

武雄市のホームページアクセス数

 (2011年8月～4か月）

1430万件
 （月平均：330万件）

 移行前の66倍に！
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【事例】ソーシャルメディアの利用事例：F&B良品（佐賀県武雄市）

2011年11月：「フェイスブック」を用いて特産品の通信販売開始。
地元商工業者や農業者らの支援が狙い。

 「Ｆ＆Ｂ良品ＴＡＫＥＯ」は武雄市が企画・運営、
システム支援や決済機能は地元や九州のＩＴ企業が担当する。
システム構築と初年度の運営費は計７６万円。出品手数料は無料。

 年間売上高１０億円を見込む。

F&B良品
 

全国展開中
1都１道10県で話がある。
東京

 

佐賀

 

福岡

 

長崎

 

鹿児島 沖縄

 

香川

 大阪

 

三重

 

石川

 

新潟

 

岩手

 

北海道
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【事例】東京２３区におけるTwitter利用状況～

23区で中18自治体が導入。12月から墨田区と品川区、1月から文京区が新たに開始。
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【事例】総合コールセンター事業（札幌市）

■開設時期：平成１５年４月（全国初）
（平成１４年４月に助役直轄ＣＲＭプロジェクトが発足、１２月に実証実験）
■開設の経緯：
①問い合わせ先・問い合わせ内容の多様化
・札幌市は人口１９２万人。８９世帯。１０区からなる。
・市役所は本庁舎のほか、各区役所、出先機関など様々な部局で構成
（４００課以上）

②ＩＴ技術の進歩、市民生活の２４時間化、インターネットの普及定着
③札幌市で掲げた「市民サービスの向上」ビジョン

■コールセンターの目的
①市民サービス向上②市民ニーズの把握と活用③情報格差対策
④職員によるノウハウの向上
■対応チャネル
電話・ＦＡＸ・eメール。
■回答範囲：
広報さっぽろ、市民便利帳、札幌市ホームページ、各部局から提供されたQA集（※よくある質問検索

 サービス）
■想定利用者：札幌市に対して問い合わせのある人すべてが対象
■稼動状況：11万6707件（平成２２年度実績）
■割合：電話93.5％、メール4.1％、FAX2.4％、
■利用者満足度：平均9.3点（10点満点）

札幌市コールセンターの概要



【参考視察事例】2.本区の図書館、教育施策について

札幌市では市の直営で図書館を運営。
今年1月に策定した「第二次札幌市図書館ビジョン」で今後10年間の図書館の運営や、サービスの基

 本的な考え、方向性を示している。
図書館ビジョンでは、「市民の生活や創造的な活動を支える『知の拠点』となる図書館をめざし、
①インターネット上の情報も含めた資料の収集
②調べものへの相談対応
③役立つ情報の積極的配信
などを進めている。電子図書館の実証実験も、このビジョンに基づき、運営されている。

札幌市図書館ビジョンと図書館運営

札幌市中央図書館では、「いつでも・どこでも利用できる図書館をめざし、電子書籍貸し出しサービス

 の実証実験を10月～実施。実験参加者は、パソコンのほか、タブレットPCやスマートフォンなど、幅広

 い機器から、図書の貸し出しを体験した。

電子図書館実証実験



【事例】電子図書館（札幌市）
■電子図書館実証実験トップページ ■貸し出し画面

■電子図書館実証実験端末 ■貸し出された本には線を引いたり付箋が付けられる

所感

札幌市中央図書館は、市の図書館ビジョンに基づき、図書館を「知の拠点」「情報の発信基地」と位置付け、教育だけ

 
でなく、まちづくりやシティプロモーションの拠点と捉えて運営している点が素晴らしかった。
電子図書館事業については、情報化社会の中で、電子書籍など最新の技術を市民に展開する先見性だけではなく、

 
図書館の運営面で抱えている書籍の蔵書管理、盗難、紛失、破損対策としても有効であることが分かった。
江東区図書館においても、ICタグの採用など管理業務におけるICT化だけではなく、電子書籍の採用など、新しい時代

 
の市民ニーズを取り入れ、本を読むための空間から、情報の発信基地という位置づけで図書館運営を進めていくべきだ

 
と感じた。提言していきたい。



【事例】図書館（千代田区）
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【事例】電子黒板利用風景（葛飾区立本田小学校）
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【事例】電子黒板利用風景（江東区立深川第七中学校）

■視察先:江東区立深川第七中学校
■日時：2月１日
■見学内容：3年生：社会科「国際連合について」

 
1年生：英語

■所感
江東区の「学校力を高める教育活動の推進」の実験校。ICTを活用した授業の推進に取り

 組んでいる。

 
江東区では各小中学校に平成19年度から３台の電子黒板を配置。

活用については各学校にゆだねられている。
教科の固定化と、先生のスキル向上などが課題。

写真：社会科授業「国際連合」（左）（中）

 

英語授業の様子「教科書の音読）

 

(右）
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