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北陸会派視察

視察調査日程

(1)

 

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」
①コミュニティサイクル事業
②LRT事業

(2)

 

「環境施策」

 

（環境部）
①新エネルギーの普及促進
（小水力発電、太陽光発電及びバイオマス）

②エコタウン産業団地

1日目：富山市

2日目：富山県

「児童相談所を県から移管した事例と
運営体制について」

（１）「子育て支援事業について」
①子育て応援団について
②少子高齢化の進行と子育て施策の概要
③とやまで愛サポート支援事業」
④子育て支援サポート事業について
⑤仕事と子育て両立支援事業について

2日目：金沢市（金沢市教育プラザ富樫）

3日目：金沢市

（１）「文化観光施策」
・近代化と歴史文化が融合したまちづくりの事例
（景観の取り組み・政策手法について）

（２）「広報・広聴事業」
・ホームページ
・Twiter
・facebook

【富山市の概要】

【富山県の概要】

【金沢市の概要】



日程表（1日目）：富山市

1日目：4月16日（月）

8:52

 

東京発（MAXとき2階311号）
11:03

 

長岡（北越4号）
13:14

 

富山着
≪富山市役所に移動≫
富山市議会事務局
14:00

 

富山市視察
場所

 

富山市議会事務局

■対応先：
富山市

 

環境部環境政策課

 

環境未来都市推進係
高田係長
富山市議会事務局

 

議事調査課

 

調査係
竹内主任、森山主事

１．視察項目
(1)「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」
①コミュニティサイクル事業
②LRT事業

(2)

 

「環境施策」

 

（環境部）
①新エネルギーの普及促進
（小水力発電、太陽光発電及びバイオマス）

②エコタウン産業団地

２．実地視察
☆「金沢市役所展望台」
☆観光舟運視察
「松川遊覧船」：松川七橋めぐり
（水辺の観光資源を生かした観光舟運の事例調査）

☆LRTセントラム（市内環状線）にて富山駅へ
LRTポートラム（ライトレール）富山北～岩瀬浜



1日目：富山市視察「公共事業を軸としたコンパクトなまちづくり」

特徴

１．民間事業者（シクロシティ）による施設整備・運営
２．運営事業費は、主にステーションに添加する広告収入。
３．24時間利用可能
４．貸出拠点となるステーションが多い（15か所）
５．任意のステーションで返却可能。

実施スキーム

■基本的には事業にかかわる全てをシクロシティが
主体となって実施。
・自転車やステーションなどの開発製造
・ステーション等へのハードウェア設置
・サービス仕様の提案・決定
・ハードウェアの清掃、メンテナンス
・登録受付やコールセンター、HPの管理運用など

■富山市が行うこと（補助金交付と側面支援）
・初期投資（ハード購入・工事・開発費）に対する補助

 

金交付。「環境保全型地域づくり支援事業補助金」
（環境省、補助率10/10、１億3500万円）活用。
富山市がさらに1500万円補助。

・屋外広告物掲示許可・道路使用料減免・道路管理者・

 

警察・ステーション等の地先関係者の協議
・広報・PR活動・利用状況の調査業務

①自転車市民共同利用システム「アヴィレ」



自転車とステーション

中心市街地の歩道上など15カ所にステーション設備と
自転車を設置。
1日2回、自転車の台数調整（メンテナンス）を実施。
運営体制は、マネージャ、自転車整備士（台数調整）
事務員・営業の4名。ターミナル

事業会社について

・短距離短時間の利用が多い。（平均利用時間8分）
・開業から0.79回転/日（富山市の目標は2回転）
（フランスは4回転）

1日目：富山市視察「公共事業を軸としたコンパクトなまちづくり」



1日目：富山市視察「公共事業を軸としたコンパクトなまちづくり」

富山市が公共交通、LRT等の公共交通を整備する背景

導入前の富山市は、「市街地の外延化の進行」「過度な自動車依存」
「公共交通機関の衰退」現状があり、
主に高齢化などの要因により、以下のような課題が発生。
・自動車を持たない交通難民の増加（市民の約3割）
・行政コストの増大（道路整備・ごみ収集・除雪コスト）
・都市としての魅力・活力の喪失
・CO2排出量の増加

解決策として、「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」。
鉄道をはじめとする公共交通を活性化させ、その沿線に居住・文化
機能を集積することにより、拠点集中型によるコンパクトシティを
実現することを目的に、
「富山市環境モデル都市行動計画」を策定。

「中心市街地の回遊性強化」「短距離の自動車利用の見直し」をはかる
ため、コミュニティサイクルやLRTを導入。

富山市のコミュニティサイクル事業の効果と課題

１．効果
①魅力ある都市景観の形成
（高いデザイン性、都市景観に配慮したカラー等）
②CO2 削減効果
③中心市街地の活性化効果
（歩行者通行量増・放置自転車減少・市内電車環状線との連携効果）

２．課題
①自転車走行環境の整備
②利用システムの見直し改善（1日パスや法人会員制度の導入、登録

 

簡略化）
③利用者増に向けた取り組み（サービス自体の広報PR,地元商店街と

 

の連携）



1日目：富山市視察「公共事業を軸としたコンパクトなまちづくり」

江東区のコミュニティサイクル事業

江東区では、平成24年度に豊洲地区でコミュニティサイクルの実証実験を計画。

 

5月～7月にかけて運営事業者を公募中。
臨海部の「まちの回遊性向上」「地域活性化」「自動車減少によるCO2削減」

 

を期待している。運用事業費は民間事業者の負担。
スマートフォンを利用したＧＰＳやナビゲーションを活用した手法は日本初。

■平成24年4月17日区長記者会見資料より

 

http://www.city.koto.lg.jp/profile/kucho/10150/67179.html

江東区（豊洲地区）で導入する場合の考察

豊洲市場の開場を機に、観光資源としてのポテンシャルを活用した
コミュニティサイクルは、観光客の回遊性向上には役立つと考えられる。
富山のコミュニティサイクルで課題になっている「利用率の向上」につい
て、登録方法の簡略化や、利用しやすい料金体系の導入、広報の徹底
などを図っていく必要がある。
スマートフォンなどICTを活用する場合の利用方法の周知の工夫も必要

である。また、自転車マナーや放置自転車対策の問題についても、都市部
で実施する場合はしっかりと取り組む必要がある。



1日目：富山市視察（LRT事業）

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」

 

：LRT事業

■上下分離方式の導入

 

軌道の整備及び車両の購入、維持管理に要する費用を公

 

（富山市）が負担し、運行は民間事業者が行う上下分離方

 

式を採用し、既存市内軌道の一部を延伸し環状線化を図り、

 

都心の回遊性を強化。
■事業費と国庫補助
総事業費（軌道施設整備・道路整備・車両購入等）：約

 

30億円（国費12億円、富山市：17億）

富山市では、今後本格化する人口減少や超高齢社会に対応した持続可

 

能なまちづくりを進めるため、鉄軌道をはじめとする公共交通を活性化

 

させ、その沿線も居住・商業・業務・文化等の都市の諸機能を集積させ

 

る（コンパクトシティ化）ことにより、車がなくても安心して生活がで

 

きる集約型都市構造の改編を目指している。

①セントラム（市内電車環状線事業：平成21年12月～）
富山駅周辺と中心市街地の回遊性向上をはかるため、平成21年12月

 

に開業。富山ライトレールと同系の低床車両を導入。路面電車事業では

 

全国初の「上下分離方式」を導入。将来的には富山駅周辺の鉄道高架化

 

に合わせ、高架下で市内電車と富山ライトレールの南北接続を行う計画
⇒市内電車の利用者が開業前に比べ15％増。都心エリアの回遊性向上

②富山ライトレール（ポートラム：平成18年4月～）
平成18年4月に公設民営の考え方により開業。既存路線をLRT化する

 

ことにより、利用者数が減少したJR富山港線を再生させた。
⇒開業後、利用者が2.6倍に急増。利用者の12％が交通手段を自動車か

 

ら転換。高齢者の新たな外出機会の向上や住宅増等、効果がでている。

ベンチに、広告を活用
（広告収入・愛着アップ）

桜をモチーフに
したラッピング



1日目：富山市視察（環境政策：新エネルギー促進事業）

新エネルギーの普及促進
（小水力発電、太陽光発電及びバイオマス）

出展：環境ビジネス

 

http://www.kankyo‐business.jp/news2012/20120329_d.html

富山市では、地域特性（豊富な水量）を生かした再生エネルギーの導

 

入に取り組んでいる。
小水力発電は、平成22年度に工事、平成23年度に運転開始。
環境学習やエコツアーの拠点施設として利用を図っている。



1日目：富山市視察（環境政策：新エネルギー促進事業）

新エネルギーの普及促進
（エコタウン事業・エコタウン産業団地）

■エコタウン産業団地の施設

富山市エコタウン産業団地は、富山

 

市の進めるエコタウンプラン（環境と

 

調和したまちづくり計画）－ある産業

 

から出るすべての廃棄物を、新たに他

 

の原料として活用し、あらゆる廃棄物

 

をゼロにすることを目指す「ゼロ・エ

 

ミッション構想」を基軸に、地域の振

 

興を図りながら、環境と調和したまち

 

づくりを推進する事業－にもとづき、

 

資源循環拠点として、リサイクル施設

 

を集約するとともに、エネルギー利用

 

も含め団地内のゼロ・エミッション化

 

を進めている。

富山市ホームページより



日程表（2日目）：富山県・金沢市

２日目：4月17日（火）

9:30

 

富山県庁

１．視察項目「子育て支援事業について」
①少子高齢化の進行と子育て施策の概要について
②子育て応援団について
③とやまで愛サポート支援事業」
④子育て支援サポート事業について
⑤仕事と子育て両立支援事業について

■対応先：
富山県議会事務局調査係：木下主任
富山県厚生部

 

児童青年家庭課

 

子育て支援班

 

堺

 

班長
富山県

 

知事政策局

 

牧野主幹

≪金沢市へ移動≫
11:00頃

 

富山県庁出発
11:23

 

富山駅（はくたか4号

 

金沢行）

 

11:06しらさぎ8号の場合は11:43金沢着）
11:59

 

金沢駅着
13:30

 

金沢教育プラザ富樫視察（金沢市富樫3-10-1

 

電話076-220-2392）

■対応先：
金沢市教育プラザ富樫

 

越田

 

総括施設長、子ども総合相談センター

 

二宮所長
子ども総合相談センター

 

今寺担当所長

 

金沢児童相談所

 

川波所長

１．視察項目「児童相談所を県から移管した事例と運営体制について」



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

①少子高齢化の進行と子育て施策の概要について

・富山県の総人口は、２０年で１６-１７万人減少、７５歳以

 

上人口が大幅増加。出生率は平成１７年から毎年９０００人を

 

割り込む少子高齢化が深刻。
・少子化要因として、全国平均より高い未婚率、初婚年齢。

少子化対策・子育て支援に力を入れる背景

女性が活躍できる富山県

１．共働き率（56.8％、3位）、勤労世帯の可処分所得（2位）が高い。
２．女性の就業が進んでいる。
・女性（15-64歳）有業率（H19）69.8％（全国61.7）：全国1位
・女性の平均勤続年数（H22)：10.5年（全国

 

8.9年）：全国1位
３．保育サービス充実
・保育所待機児童：0人（全国1位：富山県など9県で０）
・保育所入所率：70.2％（全国4位：全国40.6％）
⇒病後児保育、延長保育、休日保育
学童保育（放課後児童クラブ、とやまっこさんさん広場）充実

全国トップクラスの住みよさ

■生活安全
・持ち家率：全国1位
・火災発生件数（低さ）：全国1位
■社会資本
・道路整備率：全国1位
■医療：
・がん診療連携拠点病院：全国2位（人口10万あたり）
・病院収容時間（短さ）：全国2位
■教育：
・全国学力テスト：小6：4位、中３：2位
■働く
・生活保護率の低さ：全国1位



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

②「とやま子育て応援団」

■とやま子育て応援団とは？
毎月「とやま家族ふれあいウィーク」(「とやま県民家庭の日」

 

(毎月第3日曜日)から始まる1週間)の期間中を中心に、18歳未満の

 

子ども連れの家族が、協賛店を利用した場合に、協賛店が設定して

 

いる割引や特典等の各種サービスが受けられる制度。
■「とやま子育て応援団」連携事業認定制度とは？
金融商品の金利の優遇など、子ども連れの家族が利用しにくい事業

 

者の子育て家庭を応援する取組みについて、「とやま子育て応援

 

団」連携事業として認定・支援することにより、社会全体で子育て

 

家庭を応援する気運の醸成を図っていくもの。利用時には、保険証

 

等で子育て家庭を証明する必要がある。
■「お出かけサポート部門」とは？
授乳室や妊産婦優先駐車場など親子連れが気軽に外出できる環境づ

 

くりに取り組み「とやま子育て応援団」に登録したお店（施設）。



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

②「とやま子育て応援団」～成功の秘訣～

（１）高い満足度（利用者満足度92.2％、利用状況44.5％）
認知度が高いのは、富山県で子育て応援団が利用できる県内施設のハ

 

ンドブックを配ったり、広報のサイトやツールの整備を県がしっかり

 

行い、店舗が無料で使えるようにしているから。

 

利用店舗は中小

 

企業にとどまらず、大企業やチェーン店、ファミレスなども含まれて

 

いて、子供家庭が使いやすくなるような情報、サービスの提供を行っ

 

ていることが要因。
（２）成功の秘訣の分析
施策の目的にあったサービス提供をしていること、制度がわかりや

 

すいこと（店舗側が行政に登録料を払ったりすることがないこと、割

 

引率やサービスが店の任意で設定できること、企業規模関係なく登録

 

できることが要因と考えられる。
中小企業の振興を目的に登録店舗を制限すると利用者にとっては店

 

が少なく使いづらくなるが、大企業やチェーン店を入れて、利用者側

 

の使いやすさに重点を置いたことが要因。
なお、県からは、個々の店や企業には助成金は払っていない。

⇒さざんかカードは、子育て世代、高齢者、障がい者など幅広い層が
利用できることが特徴。利用率を上げるためには、大規模店等の登録を
許可し、施策の認知度を高め、使いやすいものとすることも課題。

比較対象としての「江東区

 

さざんかカード事業」



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

③とやまで愛サポート支援事業」

所感

深刻な少子化、未婚率の増加などが深刻な富山県において、行政が

 

婚活支援に積極的に取り組むことは、必要なことであると考える。
子育て世代の人口増加がすすみ、出生数も多い「多子高齢化」が進

 

む江東区（東京23区）の場合は、行政の積極的な婚活支援は、現段階

 

では優先度は低いと考える。今後の少子高齢化の進展により、将来的

 

な検討の余地はあるため、事例としては参考になるものであった。

少子化の原因として考えられる「未婚化・晩婚化」。要因の一つとし

 

てお見合いをお世話する人が減り、見合い結婚が減少したことがあげ

 

あげられる。「適当な相手が見つかればいずれは結婚したい」と考え

 

る若者が8割いる。富山県では、広く県民の結婚相談に応じ、適当な

 

結婚相手を見つけられる安心できる仕組みを作ることにより、「婚

 

姻」を推進することを目的とし、「とやまで愛サポート事業」を展開。
■委託先：女性保護富山県民協議会

事業概要

（１）結婚相談ネットワーク事業
①情報交流会の開催（出会いサポーターによる結婚相談、情報交換会等）
②交流サロンの開設（サポーター同士の情報交換の為、公共施設一室を活用）
（２）イベント情報提供事業

事業経費：500万円
効果（H19.10～H24.3）：お見合延べ人数：1809人、成婚数：25組、50人



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

④子育て支援サポート事業について

（１）「とやまっ子子育て応援券」
子育て家庭の経済的、精神的負担の軽減を図るとともに、地域にお

 

ける各種保育サービスの利用を促進するため、県と市町村共同で保育

 

サービス等の利用券「とやまっ子子育て応援券」を配布。

■対象と金額：第１・2子1万円、第３子以降3万円（有効期間3年）
■利用券によるサービス内容（例）：
一時預かり・病児、病後児保育・母乳相談・予防接種・乳児の沐浴指

 

導等・「読み聞かせ絵本」（指定絵本）の購入・フッ素塗布（保険外

 

診療）など
（２）その他の特徴的な事業
■多子世帯（3人以上）低利融資
■住みよい家づくり資金融資制度
（子育て世帯への住宅取得支援、500万円まで、15年以内償還）

⑤仕事と子育て両立支援事業（資料のみ）

①女性の参画登用促進
・審議会への女性の参画（目標値40％、平成23年度38，5％）
・県職員の女性管理職登用（6.0％：全国13位）
・女性が輝く元気企業とやま賞
②働く場における男女共同参画
・男女共同参画チーフオフィサーの登用（現在141名）

 

・事業所内保育施設推進事業
③家庭・地域における男女共同参画
・とやまイクメン・カジダン応援プロジェクト
（男性が家事・育児等に参画する意識啓発や講座等の開催）
・エイジレス社会活動推進事業
（「65歳以上は老人」意識の転換のための普及啓発等）

所感

子育て支援・両立支援事業については、融資制度、意識啓発など多

 

岐に渡る独創的な制度があり、女性の社会参画、男女が仕事と家庭生

 

活を両立できる環境が整備されており、大いに参考になった。



2日目：金沢市視察（金沢市教育プラザ富樫）

「児童相談所を県から移管した事例と運営体制について

金沢市は中核市として初めて児童相談所を県から市に移管。
現在、東京都と２３区の在り方検討会の中で、都で設置している児

 

童相談所を区に移管する話することを検討中。
現在墨田区にある児童相談所は、平成25年に江東区枝川に移転予定。

 

現行の児童相談所は墨田、江戸川、江東の3区を管轄。一時保護施

 

設もなく、相談件数も多いことから混雑している状況。
様々な生活相談の現場である基礎的自治体が、児童相談所機能を

 

担うことにより、丁寧な児童相談が実現できることが今後期待され

 

ている。

金沢市は移管された児童相談所機能を含め、幼児期の発達障害な

 

ど各種相談体制を市独自予算で実施しており、全国的にもここまで

 

の相談機能を持っているのは、横須賀市と金沢市だけ。
今後の児童相談所業務の区への移管を見据え、予算や実施体制、一

 

時保護所の利用状況について先進自治体である金沢市を視察した。

視察の目的

所感

当初の目的は、中核市で運営している数少ない児童相談所の運営体制、
事業概要、実施体制等の現状を把握し、児童相談所業務の区への移管

 

に備えるための調査であったが、それ以上の収穫があった。
児童行政は、福祉、教育等多岐の分野にわたり、行政の書簡はさま

 

ざまであるが、子どもの年齢や、子どもにどのように関わっているか、

 

抱えている悩みを問わず、「金沢市教育プラザ富樫」にある色々な施

 

設、相談窓口で対応できることは、利用者にとって非常に利用しやす

 

いと思われる。
また運営体制でも、金沢市役所内の福祉健康局、教育委員会の連携

 

だけではなく、石川県の関係部署とも密接に連携を取り合うことが、

 

迅速で柔軟な対応（特に児童相談所の保護業務には迅速性が求められ

 

る）の秘訣だと感じた。部署による縦割りではなく、「子供の育ち」

 

を第一義に考えた運営体制が大事であることを実感した。



2日目：金沢市視察（金沢市教育プラザ富樫）

施設概要

（１）施設概要
・敷地面積：１８，８３６㎡
・延床面積：１１，４５２㎡
・開館時間：午前９時～午後９時
（休館日：年末年始）
（２）設立の経緯
平成１３年１２月１９日に「子どもの幸せと健やかな成長を図る
ための社会の役割に関する条例」（通称「金沢子ども条例」）が制定
され、平成１２年から中核市の教職員の研修権限が市に移譲。
同じ頃、市の施設（総合運動公園）に隣接していたＮＴＴの研修所

 

の売却が決定。それを受けて、市長の強い意向で「子どものため」の

 

複合施設をつくることになった。
平成１４年、条例の理念の具体化の為「金沢子どもを育む行動計

 

画」を策定。その施策の一つとして、平成１５年７月に「金沢市教育

 

プラザ富樫」が設置された。

（３）施設の特徴
「金沢子ども条例」の基本理念に基づき、乳幼児から中学生までの子

 

どもたちの健全な育成を総合的に支援する施設。教育と福祉の連携、

 

教職員、保育士、幼稚園教諭の研修等、子どもに関わる活動をする大

 

人への支援、乳幼児から子どもの発達段階に応じた各種相談事業の実

 

施などの業務がある。
通常、所管の異なることでも、子どもに関することは「教育プラ

 

ザ」に来れば様々な問題に対応できることが大きな特徴である。



2日目：金沢市視察（金沢市教育プラザ富樫）

施設概要

（３）施設の概要
３つのセンターとその他に子育て支援コーディネーター室やファミ

 

リーサポートセンター事務局から構成される
それぞれが単独で機能しているのではなく、適応指導教室とこども

 

総合相談センター、少年補導部門と児童相談所、など相互に連係をと

 

りながらプラザ全体が協力して諸問題にあたっている。

①子ども総合相談センター（福祉健康局

 

所管）
就学前の育児・発育、いじめ、虐待など様々な問題について、窓口

 

を一元化して対応する。
精神科医・臨床心理士など専門家による相談室、保育所・幼稚園への

 

巡回相談、発達障害児など集団生活になじめない子の為に幼児相談室

 

の設置、電話相談などを行っている。
専門家による相談は継続的なものではないが、必要に応じて相談者

 

にあった医療機関を紹介することもある。
※児童相談所…平成１８年の児童福祉法の改正により中核市では金

 

沢市と横須賀市がいち早く設置。一時保護施設を併設。
県の児童相談所との連携して事務委託をする部分もある。

幼児相談室 一時保護施設



2日目：金沢市視察（金沢市教育プラザ富樫）

施設概要

②研修相談センター
教職員・保育職員の研修の実施、研究の支援及び教育相談の充実を

 

図っている。教職員・保育職員研修を行うだけでなく、教育関係の

 

様々な資料を閲覧できる教育情報支援室の設置、PC設備を使った研修、

 

また、教育相談も行っている。

③地域教育センター
子育て中の保護者、子育て支援団体などの活動支援など、子どもの育

 

成活動の支援を行う。団体登録すれば研修室やスタジオを無料で利用

 

でき、子どもの為の図書室やPCを使って調べものや学習ができる場所

 

もある。
育成活動の支援という観点から、団体の趣旨が子ども条例にあってい

 

れば３ヶ月毎の申し込みをすれば無料で施設が利用できる。このこと

 

により資金力の無い団体でも活動の場を得られることとなり、現在は

 

約１４００もの団体が登録しているとのこと。育児サークルや市民グ

 

ループだけでなく、フリースクールの活動場所としての利用もある。

子育て広場
子育て情報案内ルーム



日程表（３日目）：金沢市

３日目：4月18日（水）

9:30

 

金沢市役所視察

１．視察項目「文化観光施策・広報広聴施策」
①

 

「文化観光施策」
・近代化と歴史文化が融合したまちづくりの事例（景観）

②

 

「広報・広聴事業」
・ホームページ
・Twiter
・facebook

■対応先：

金沢市

 

都市整備局

 

景観政策課

 

杉本様
金沢市

 

市長公室広報広聴課

 

戸出係長、山田係長
金沢市

 

議会事務局議事調査係

 

納屋課長補佐

視察終了後、昼食

≪電車、飛行機にて移動≫
13:25

 

金沢駅発（小松空港線

 

スーパー特急小松空港）14:05着
15:10

 

小松空港発（ANA970便）
16:20

 

羽田空港着

 

解散



金沢市視察（景観条例）

金沢市の景観政策について

金沢市は前田藩の城下町として栄え、開府以来４００余年にわ

 

たり戦災、震災等を受けなかったことで、現在でも多くの歴史

 

的建造物や古い街並みが残っている。近代的な建造物と古い街

 

並みが融合した美しい景観は、「金沢市景観条例」等の条例、

 

規制に基づき、形成されている。



金沢市視察（景観条例）

金沢市における美しい景観のまちづくりに関する条例第４６条に基づ

 

き、美しい景観のまちづくりを推進するために設置された機関。
審議会委員は、景観に関する知識経験を有する者、関係団体を代表

 

する者、市民、関係行政機関の職員から構成されており、平成２２年

 

４月現在で１９名。
美しい景観のまちづくりに必要な事項について専門的に調査研究す

 

るために設置された景観審議会直属の機関です。以下のような専門部

 

会が設置され、定期的な審議を行っている。

金沢市景観審議会

金沢市景観に関する条例の沿革

高度経済成長のもとで都市開発

 

が進行し伝統環境の保存が大きな

 

課題となっていた1968年に伝統環

 

境保存条例が制定され、それ以降

 

さまざまなまちづくり条例が制定

 

されてきており、現在では27の関

 

連条例がある。



金沢市視察（文化観光施策）

屋外広告物のデザインコントロール

金沢市では、美しい景観の維持のため、屋外広告物（看板等）及び屋

 

外広告について規制を行っている。地域の特性に応じて、屋外広告物

 

に適用される規格を設定し、業者に対しての厳しい行政指導を行って

 

いる。

美しい街並みを保つため、金沢市景観計画に定められた景観計画区

 

域（金沢市全域）では、新築、増築、改築や外観を変更することと

 

なる修繕若しくは色彩の変更を行う場合は、事前に届出が必要な場

 

合がある。建物の色、形状、道幅など、地区ごとに細かいガイドラ

 

インが定められており、それに基づき、住民、業者に対し、厳しい

 

行政指導を行い、美しい景観を維持している。

屋外広告物のデザインコントロール



金沢市視察（文化観光施策）

金沢市まちづくり支援情報システム

金沢市のまちづくりに関する規制情報などについて、ワンストップの

 

窓口サービスを提供することを目的として、インターネットにより地

 

図情報を配信するサイト。2010年4月～運用されている。大変見や

 

すく、検索しやすいサイトである。

所感

美しい景観を保全するため、詳細にわたって設定されたガイドラ

 

イン、景観を守るため、大変厳しい行政指導をディベロッパーや市

 

民に対して継続的に行う不断の努力やまちづくりにかける行政側の

 

誇りが見てとれた。
江東区においても、門前仲町、亀戸地区を景観重点地区に指定す

 

るため、現在住民と協働でワークショップを行うなどの取り組みを

 

している。景観政策については、市民の声を反映した分かりやすい

 

都市景観づくりを進めること、実行段階においては、行政側のリー

 

ダーシップや継続的な努力が大切であると感じた。



金沢市視察（広報広聴事業）

（１）金沢市ホームページリニューアル、「いいね金沢」の構築について

ITを活用した広報・広聴事業の取り組みについて

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/

トップページから、「くらし」「観光情報」の目的別のページにアクセスできる
見やすいホームページ

し￥

・ホームページを活用した
広報広聴事業の概要
・見やすさ（アクセシビリティ）
向上に向けた取り組み
・運用体制（広報広聴部門・
各部局）
・Twitter,facebookの活用
広報広聴の双方向化に向

 

けての
取り組み

【ヒアリングしたいポイント】】



金沢市視察（広報広聴事業）

（１）金沢市ホームページリニューアル、「いいね金沢」の構築について

①リニューアルの概要
・平成24年1月～：デザインリニューアル（トップページ）
・今までの年間アクセス数：123万件
②リニューアル前の課題
・デザインが古くなった
・トップページの項目が多い
・誘導が不十分
・スマートフォンへの対応
③リニューアルの目標
・使いやすさ（ユーザビリティ）
・魅力発信（シティセールス）
・双方向性（インタラクティブ）

④解決方法
・アクセス分析（どの項目が人気か）
・ユーザーテスト（職員自らが実施）
（PCが苦手な人に、該当するページを検索してもらうなど）

・専門家によるデザイン等（金沢美術工芸大学教授、電通出身者）
・広報戦略委員会（専門家・学識経験者）を設け、あらかじめ基本

 

デザインや色などの条件を決め、プロポーザル方式で入札。
・職員と業者の間に委員を入れた。
⑤リニューアル費用：130万円（地元業者）
・ヘッダー・フッダー、トップページの基本デザインの変更のみ。
・スマートフォン版への対応
・CMSを用いている。

トップページ

見やすいホームページの実現は、トップページのリニューアルのみで、

 

実現で、業者任せでなく、「広報戦略委員会」を設置し、現状のHPの

 

分析や仕様検討を委員の声を反映させる形で実現したところに成

 

功のポイントがある。「お金をかけずに創意工夫する」ことがポイント。

所感：

 

江東区の「見やすいホームページ」実現のために生かせること

ITを活用した広報・広聴事業の取り組みについて



金沢市視察（広報広聴事業）

（２）金沢市twitterについて
①概要
・平成23年9月26日開始
・フォロワー数：1917人
・ツイート数：1,078
②運用方法
（１）自動掲載：9割
・RSSによる掲載：
イベント、お知らせ、防災
臨時ニュース）
・メール配信による掲載
（消防車出動状況）
（２）手動掲載
・USTREAM配信告知
（市長定例記者会見）
・重要案件
（災害情報等）
③効果
・若年層への情報発信
・リツイートによる拡散
（大学生など）
・災害時への対応）

所感：江東区Twitterに生かすべきこと

情報発信については、職員の負担にならず、必要な情報を即時に
送信できるよう、既存の更新情報（RSS)やメール配信情報を活用した自動

 

配信をメインとする。重要情報、緊急情報については適宜手動、という体制

 

をとることにより、緊急性にも対応できる。
匿名性のあるTwitterは、情報発信専用とすることで、職員の負担をおさえ

 

ることができる。
江東区では、災害情報のみの対応であるが、情報発信の多様化に対応し、

 

広報用アカウントも活用することが求められる。

■金沢市ホームページ
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/



金沢市視察（広報広聴事業）

（３）Facebookページ「いいね金沢」の開設について

①facebookページの開設目的
・金沢市内外の読者へ市政情報を提供
・読者との双方向のコミュニケーション
・金沢ファンを増やす
・金沢のまちのブランドイメージの向上を図る
・「いいね金沢」の「いいね」はもともとのキャッチフレーズ。

②FBの運営体制について
・各部局の若手。中堅職員で構成された庁内横断のプロジェクト

 

チームを達成（20代、30代、40代からなる20名体制）
・広報広聴課と情報政策課からなる事務局がバックアップ

ITを活用した広報・広聴事業の取り組みについて



金沢市視察（広報広聴事業）

（３）facebookページ「いいね金沢」の開設について

③FBの投稿手順
（１）庁内各課が自局のプロジェクトインに写真と記事を提供
（２）プロジェクトインが下書き用ページに記事を投稿
（３）気になる点を互いにコメントで指摘
（４）手直しした記事をコピー＆ペーストで公式ページに投稿
・投稿記事は、ホームページで発表済の記事を使うため、FBの投

 

稿内容は決裁を取らない仕組み。
・投稿予定表をカレンダーに入れ、少ない日に急がないニュースを

 

入れる。
・お昼休みなどを使ってメンバーは記事をチェック。
④読者からのコメントについて
・イベント紹介の記事に関しては、「情報が役に立った」「知り合

 

いに教えたい」などの声が寄せられている。
・業務紹介記事には「がんばれ」などの激励の言葉あり。
・「これぞ開かれた市政」「市役所が何をしているか本当に分かり

 

やすい」「こういうページを待っていた」の声
・好意的なコメントにはお礼の言葉を返答
・その他の平易な問い合わせに対しては担当課と相談しながら返答。

⑤職員の利用拡大のために
（職員のFBを理解し、利用拡大することが市民の「いいね！」につながる）

・facebookに限って公用パソコンのSNS閲覧制限を解除
・職員のFBアカウント取得を奨励
・「金沢市職員のソーシャルメディア活用に関するガイドライン
・FBアカウント登録方法を解説した「職員のためのfacebook入門」を配布。

ITを活用した広報・広聴事業の取り組みについて

行政情報の見える化・双方向性を実現するためには、facebookの

 

活用は必要。プロジェクトメンバー制や、投稿や運用をルール化する

 

ことで、職員の負担なく、運用することが可能。積極的な情報発信

 

が住民満足度につながることを意識することが大切。

所感：江東区facebookページ導入による区政の見える化を実現するために
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