
北陸視察事前資料

平成24年4月16日～18日

2012年度会派視察

江東区議会民主党
参加者：福馬恵美子・徳永まさひろ・鈴木綾子



日程表（1日目）：富山市

1日目：4月16日（月）

≪新幹線・特急にて移動≫：集合は新幹線車内

8:52

 

東京発（MAXとき2階311号）※車内集合。昼食はお弁当。
11:03

 

長岡（北越4号）
13:14

 

富山着(13:45富山市議会事務局の送迎車にて、富山市役所）

≪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
（議事調査係

 

森山様076-431-6111）

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．視察終了後の予定

☆時間があれば「金沢市役所展望台」
☆「松川遊覧船」：松川七橋めぐり：乗船30分
（17:00までの間14～45分間隔で運行：1500円）
（電鉄富山駅構内「地鉄総合案内所」にて路面電車セット1日乗車券発売。）
☆近隣にコミュニティサイクル乗り場があれば随時確認

18:00頃

 

ホテルチェックイン、休憩後夕食



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

≪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
駅周辺で食事

12:45頃

 

タクシーで「金沢教育プラザ

 

富樫」へ。（バス・タクシー所要時間25分ほど）

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）

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」

視察終了後、タクシーでホテル（「ANAクラウンプラザ金沢」）へ
ホテルチェックイン後、休憩、市内見学、夕食など。

☆市内見学おすすめコース（金沢市観光協会）
「金沢21世紀美術館から長町武家屋敷跡へ」（歴史と現代が融合する金沢）
http://www.kanazawa-kankoukyoukai.gr.jp/images/model2011/pdf/007.pdf

「兼六園周辺ベストウォッチ」
http://www.kanazawa-kankoukyoukai.gr.jp/model_02.html

☆コミュニティサイクル「まちのり」をみつけたらチェック、写真など撮る。

http://www.kanazawa-kankoukyoukai.gr.jp/images/model2011/pdf/007.pdf
http://www.kanazawa-kankoukyoukai.gr.jp/model_02.html


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 

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



北陸会派視察

視察事前調査資料

(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】

自治体概要の出展：Wikipedia



1日目：富山市

 

周辺地図



1日目：富山市視察（コミュニティサイクル事業）

「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「アヴィレ」





1日目：富山市視察（LRT事業）

http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/2503/1/besupura_jushojirei.pdf

「公共交通を軸としたコンパクトなまちづくり」

 

：LRT事業



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



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）

出展：環境ビジネス

 

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

■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ます。



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

⑤仕事と子育て両立支援事業

■富山市商工労働部ホームページ

 

http://www.work‐toyama.jp/kikanlist/index.html



2日目：富山県視察（子育て支援事業）

①子育て応援団について

とやま子育て応援団

 

ホームページ

 

http://kosodate.derideri.jp/about/index.html



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」



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

富山市ホームページ

 

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1201/kj00003505.html



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

【視察の目的・背景】
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

 

する。

【視察のポイント】
①施設の管理体制・予算面について
②専門員の配置状況
③県の児童相談所の位置づけ
④一時保護所の設置





金沢市視察（金沢市教育プラザ富樫）

金沢市教育プラザ富樫の概要

金沢市教育プラザ富樫ホームページ：

 

http://www.togashi.ed.jp/plaza/index.html





金沢市視察（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
（景観全般・政策手法について）

金沢市の景観
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29020/keikan/index.html



金沢市

 

景観まちづくりの全体構成

■金沢市

 

景観総合計画より

 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29020/keikan/keikan/1_1_a.html

■第6章「景観まちづくりに向けた取り組み」より図を抜粋。事前に読んでおくと理解が深まる。

 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/15208/1/a‐08‐6syo.pdf

金沢市視察（文化観光施策）



金沢市

 

景観法における新たな景観誘導イメージ

■金沢市

 

景観総合計画より

 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29020/keikan/keikan/1_1_a.html

金沢市視察（文化観光施策）



景観まちづくりの展開方針

■金沢市

 

景観総合計画より

 

http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29020/keikan/keikan/1_1_a.html

金沢市視察（文化観光施策）



http://www2.wagamachi‐guide.com/kanazawa‐mss/

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

まちづくりの規制情報をワンストップで情報提供するサイト



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

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）

ホームページの見やすさ向上について

金沢市では「金沢市ホームページユニバーサルデザイン指針」を平成17年2月に策定。
「誰にでもわかりやすい情報提供により、必要な情報を誰もが入手できることを目的に、
ホームページを設計、作成する際の考えをまとめた。

「金沢市ホームページユニバーサルデザイン指針」
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/4903/1/shishin.pdf



金沢市視察（広報広聴事業）

（１）金沢市facebookページ「いいね！金沢」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/

し￥

・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twitterについて
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