
視察研修報告書 

平成 22 年 8 月 9 日 

 

○日  時： 平成 22 年 8 月 3 日（火）～6(金) 

 

○視察先：  

１．佐渡市  （１）交流定住政策、（２）美しい島づくり（資料のみ） 

２．新潟市  （１）本庁と区役所の役割、自治組織の見直し、 （２）花と食のシティプロモーション 

３．富山市  （１）地場もん屋、（２）「アヴィレ」システム、（３）富山型デイサービス施設「なごなるの家」 

４．金沢市  学校教育改革 

 

○報告事項 

 

１．佐渡市 「交流定住政策」 

 

（視察の目的） 

浜松市は広大な面積を有し、市街地から中山間地まで多様な都市像を持っている。そうした中で「中山間地振

興」は大きな課題のひとつである。佐渡市は「交流・定住情報」の取り組みを、非常に積極的に進めており、浜松市の

政策推進に資するべく調査した。 

 

（佐渡市の状況） 

佐渡市は、平成 16 年、佐渡島の 10 市町村が合併して誕生した、面積 855㎢、人口約 6.2 万人の都市である。

天竜区より面積はやや小さく、人口は多いが、離島という地理的条件の中、地域振興策として交流定住政策を進め

ている。メニューは大きく 3 つ、「定住政策」「佐渡体験」「その他」に区分できる。また「浜松サポーターズクラブ」に類

似した「準市民制度」を上手く活用している。 

 

（施策の内容） 

「定住政策」は 5 つ。「空き家情報システム」「空き家視察旅費補助」「ハウスクリーニングサービス」「空き家水周り

改修費補助」「ハローワーク就業支援」がある。 

 

「空き家情報」は、合併前の平成 14 年、旧両津市で調査を実施し、翌年度から「空き家対策事業」としてスタート

した。その後、合併に伴い全市に拡大している。 

「空き家情報」は市報での呼びかけの他、自治会に依頼し物件情報を提供してもらっている。その後、所有者に

DM などで確認の上データベース化している。 

21 年度末、1174 軒の空き家情報を確認しており、累計で 87 軒が登録されている（すでに入居済の物件もあり、

HP 上のデータは約 20 軒となっている）。情報発信は HP が中心とのこと。 

利用希望者は累計で 186 件、見学は 130 件を数えている。島外からの見学者に対し、50％以内、上限 2 万円

の補助をおこなっている。 

現在までの入居実績は 38 軒となっている。年代層は幅広く分布しており、定年後の世帯では、佐渡の特徴でもあ

る「エコファーマー」を目指して移住するようだが、若年層では、当初は単身で移住し、のちに家族を呼び寄せる世帯

も多いという。そのため「就労支援」も大切な要素となっている。 

地域別には、新潟県内から 10 軒、首都圏から 16 軒、その他 12 軒とのこと。また、まずは賃貸からというケースが

多い。水周りの補助は 21 年度からスタート。現在、購入者のみを対象に上限 30 万円としているが、金額や対象（賃

貸）を再検討中とのこと。 

 

「佐渡体験」は、21 年度から実施、年 4 回の農業体験ツアーなどを実施した。昨年度の参加者は定員 10 人×4

回＝40 人に対し 30 人。そのうち 7 人が移住してきたとのこと。なお林業体験はうまくいかなかったとのこと。また、市

所有施設（一部民営化施設も OK）で、1 週間以上定住体験した場合に 3 万円を上限に一部補助する制度も持って

いる。 

「その他」としては、U・I ターンの移住経験を活かしたアドバイスによる施策の充実や相談活動を行っている。 

 

「準市民制度」は平成 20 年度からスタートして現在 3 年目。佐渡出身者をはじめとする佐渡応援団で 7 月末現

在 1180 人が登録している（会費は無料）。首都圏に 950 人、新潟県内 145 人、その他 85 人となっており、男 827

人、女 343 人、法人 10 となっている。 

半数以上は佐渡出身者ということで、首都圏の「郷土会」が中心になって募集活動をしているとのこと。佐渡市情

報誌の提供の他、佐渡観光（帰省）の際、観光施設やレンタカー割引、飲食店やお土産物の割引などの特典を用

意している。中には「ふるさと納税」への協力者もいるとのこと。 



 

（所感） 

情報発信は HP が中心で、出来栄えもよく、上手く活用しているが、HP は最初から佐渡を希望する人のみをターゲ

ットとしているため、定住政策に取り組む他自治体との競合対策が課題。また「空き家情報」の母数は多いが、所有

者への確認作業などはなかなか大変だとのこと。浜松はまだともに不十分であり、本気でやるなら、このデータベース

整理の着手が必要。 

各種支援制度は、他の自治体のメニューを参考に自前で検討したとのことだが、利用者ニーズを把握する努力を

しており、浜松も参考にすべき。 

「準市民制度」は人口比でいえば浜松よりも数倍多い計算になり、郷土意識が高いといえる。浜松でもシティプロモ

ーションの一環として再活用してはどうか。 

 

２．新潟市 

（１）本庁と区役所の役割、自治組織の見直し 

 

（視察の目的） 

新潟市と本市は、平成 19 年 4 月、同時に政令市としてスタートしたが、その後の区制度など行政組織や住民自

治制度の見直しや改善点などについて調査した。 

 

（新潟市の考え方） 

区制度については、基本理念である「大きな区役所、小さな市役所」像は変えない。 

本庁は「戦略的な政策・施策の立案」「専門組織としての区役所支援」を行い、区役所は「市民サービスの利便

性・即応性」「地域特性を活かした施策展開」を目指すとしている。 

この間の区役所機能の強化としては、「市道と公園の維持管理業務を移管」したこと、生活保護の増に伴い、西区

役所に「保護課」を設置したことがあげられる。 

なお、区長権限として、「課未満の組織編成と人事異動」と、「5 千万円未満の工事、1 千万円未満の物品購入の

発注」があたえられている。 

 

住民自治制度については、合併時に旧市町村単位の「地域審議会（浜松の地域協議会に相当）」を廃止し、「区

自治協議会」に一本化している（定員は原則 30 人以内、ルールに基づき増員）。 

また小学校単位に「地域コミュニティ協議会」を設置している。自治会が母体となっているが、「ヒト・場所・カネ」の

課題などから屋上屋の感があり、今後の継続が課題とのこと。 

 

（所感） 

旧新潟市が 5 つの区に分かれるなど、浜松と似た状況もあるが、区制の見直し議論はない。行政効率の追求は

新潟では大きな課題ではないようだ。「地域コミュニティ協議会」は、浜松でも、今後、過疎地域における住民自治組

織としてクローズアップされると思うが、“自治意識”をどれだけ高められるかがカギのようである。 

 

（２）花と食のシティプロモーション 

 

（視察の目的） 

本年 4 月、新潟市長と浜松市長との間で、都市間連携についての話し合いが持たれ、両市共通の特徴である「食

と花による共同シティプロモーション」が議論された。浜松でも「花と緑のまちづくり」を進めていることから新潟市の取り

組みを調査した。 

 

（新潟の取り組み） 

新潟市には「農林水産部食と花の推進課」がある。合併前の「農業振興課」から分離し、農産物の PR や販路拡

大のためのソフト事業をおこなっている。「セールス担当（地産地消、輸出、流通）」「農村・都市交流担当（グリーンツ

ーリズム）」「フォーラム担当（見本市・国際会議）」のグループがあり、PR 先は首都圏を中心とする国内にとどまらず、

北東アジアまで含めて活動している。また全庁的に「観光」「シティプロモーション」「コンベンション」担当部門との連携

をとり、精力的に施策に取り組んでいる。 

 

（主な施策） 

「チューリップのまち」として、球根育成のため摘花される花を使って「花絵 PT」を開催。音楽祭ともタイアップしてい

るほか、首都圏でも PR している。 

減反政策による「青刈り稲穂」や規格外の野菜等を使い「アグリクラフト」として発信。 

地産地消ならぬ「地産外商」で首都圏で新潟ブランドを発信。 

食育ともあわせて「食と花の総合アドバイザー」を著名人に委託。 



グリーン＆ブルーツーリズムの推進。首都圏からの農業体験ツアー誘客。国際会議の誘致など。 

 

（所感） 

農業産出額は、新潟市が全国 3 位、浜松市が 4 位とともに特性が似ていることから、農業政策の調査をしたが、

ソフト事業の差に愕然とした。浜松の農政はいまだハード事業が中心であり、早期にソフト事業の充実に努めなければ

いけない。人事交流を図るなど先進都市に学び、「マルシェジャポン」など活用し、ソフト事業の展開を図ってはどう

か。 

 

３．富山市  

（１）地場もん屋 

 

（視察の目的） 

地産地消の取り組みはさまざまな自治体で行われているが、「地場もん屋」は展開規模も大きく、市民の反応や事

業の成果、今後の展開など、浜松市における地産地消に資するために調査した。 

 

（取り組みの概要） 

富山市では地産地消促進に向け、地元産の食材を扱う店舗を「地場もん屋」として組織し、PR を行っている。加

盟店はスーパーや飲食店、生産農家、直売所など約 170 店であり、200 店を目標にしている。 

行政からの支援は、イベント開催費用 150 万円の他は、初期投資の「のぼり旗」と、連絡会の年間運営費程度で

あり、コストをかけず地産地消意識を高めるソフト事業と言える。 

加盟店には相互の情報交換のメリットがあるという。ただし、富山の地場産品はほとんど「水稲」で野菜は非常に少

なく、地場野菜の消費率を 12％から 20％に引き上げることを目標にしている。 

今後、中心市街地の空きビルに市が投資した３セクを作り、「地場もん屋総本店」を設置する計画もある。 

一方、興味深い取り組みとしては、小学校５年生に対する「地産地消」副読本の配布が挙げられる。児童教育に

「地産地消」を取り入れるのは好事例だと思う。 

 

（所感） 

浜松でもロゴマークを設定し、地産地消を促進しているが、アイディアに欠けており、ソフト事業のコンテンツの充実

が求められる。参考にしたい事例である。 

 

（２）「アヴィレ」システム 

 

（視察の目的） 

環境に優しい都市づくりが必要な中、富山市は先進的に取り組んでいる。環境モデル都市の概要、および交通政

策全体の中での「アヴィレ」導入の背景や導入後の状況などを調査したかったが、時間の関係で「アヴィレ」のみのヒ

アリングとなった。 

 

（取り組みの概要） 

アヴィレは、今年３月に導入された「自転車市民共同利用（バイクシェアリング）システム」。欧州では「コミュニティ

サイクル」として普及が進んでいる。レンタル自転車とは異なり、あらかじめ会費を払い定期パス（月額 500 円）を購

入すれば、1 回 30 分以内は無料で利活用できるという制度（7 日パスもアリ）。 

平成 20 年度の国の 2 次補正予算約 1 億 3500 万円を活用し導入した（市負担 150 万円）。事業は欧州 64

都市で実績のある「JC ドゥコー社」の日本子会社「シクロシティ㈱」が運営している。 

富山市は環境モデル都市としてコンパクトシティに取り組む他、LRT や路面電車など公共交通の整備を進めており、

このアヴィレもその一環と言える。 

富山駅から繁華街にかけてのエリアに、300ｍほどの間隔で 15 箇所のターミナル（バイクステーション）を設置し

150 台の自転車を使い、市民の利便を図っている。 

6 月末時点の登録者は、定期パス 691 人、7 日パス 111 人となっており、延べ利用回数は 13065 回で、1 台あ

たり 1 日 1 回は使われている計算という。 

利用者は、ターミナル付近の会社員が多く、今後は法人会員も検討しているとのこと。 

浜松では、中心市街地の平面交差がネックで自転車利用が困難だが、浜松らしさを取り入れた交通体系やまち

づくりを考えるべきである。 

 

（３）富山型デイサービス「なごなるの家」 

 

（視察の目的） 

富山型デイサービスは、デイサービスを基本としながらも、保育や病児預かりを行うなど、世代や障害の有無を超



えた地域のコミュニケーションスポットとして、近年、注目されている。この新たな施設形態を調査した。 

 

（制度の概要） 

富山県では、平成 5 年、介護施設に保育機能を持たせた最初の施設が開設された。当初、「介護」は介護、「保

育」は保育で機能が分かれるため、非効率な施設運営をせざるを得なかったが、県が補助支援策を講じる中、利用

者拡大を図っていった。 

こうした中、富山市周辺では平成 15 年に、「富山型デイサービス推進特区」の指定を受け、通所介護事業所で

知的障害者や児童の受け入れが可能となった。現在では全国でこうした施設設置が可能となっている。 

 

キーワードは「地域福祉」。要介護になったときには特養などの施設があるが、要介護者が生活したいのは住み慣

れた地域であり、「遠くの施設介護」から、だれもが地域で共生できる「近くの在宅介護」を充実することが課題。富山

型デイサービスでは、①小規模、②多機能、③地域密着を特徴としている。 

22 年度末で富山県内 80 ヵ所の施設を、27 年度末までに 100 ヵ所にすることを目標にしている。 

メリットは介護される側の機能回復に役立つ面も多く、精神障害者の社会参加（自立）につながるケースもあるとの

こと（通所していた精神障害者が、施設運営で一定の役割を担うようになるケース）。また、お年寄りはこどもたちから

力をもらったり、児童にとっては、核家族化が進む中、お年寄りとふれあうことで心の豊かさを学んだりできる。また地

域にとっても、さまざまな相談に応じる「福祉拠点」となっている。 

富山県はこの普及のため、ハード整備やソフト支援のためのいくつかの補助メニューを用意している。現在、全国で

可能となっており 13 道県で施設整備が進んでいるという。 

 

（所感） 

なごなるの家は今年 3 月開設された新しい施設。開設者は前富山市議で、福祉の実践のため議員を引退してオ

ープンした。まだ利用者は 10 人程度とのことであったが、要介護者も家族もくつろいでいた。「なごなる」は富山弁で

「横になる」の意。ゆっくりくつろげるデイサービス施設をとの開設者の想いであろう。 

浜松においても地区社協の活動充実など、地域福祉の拠点としての取り組みを進めているが、こうした複合型通

所施設も、そうした役割の担い手として期待できるのではないか。 

 

４．金沢市 「学校教育改革」 

 

（視察の目的） 

金沢市は積極的に教育改革に取り組んでおり、平成 16 年度からスタートされた「学校教育金沢モデル」は大きな

成果をあげ、第 2 次活動へと引き継がれている。その成果や今後の方向性、さらに「ユネスコスクール」の取り組みな

どを調査した。 

 

（取り組みの背景） 

平成 14 年度から「ゆとり教育」が導入されたが、金沢市教委は学力維持のため、平成 16 年度から「金沢モデル」

として、小学校 3 年生からの小中一貫英語教育や、二学期制による授業時間の確保に取り組んだ。英語教育の成

果は英検取得状況などからもうかがえる。 

 

金沢市教委がこうした金沢モデルを考えた背景には、平成 11 年の地方分権一括法に象徴される地方分権改革

の流れがある。教育委員会は「レーマンコントロール（素人による統制）」による政治的中立のために設置されているが、

その存在やあり方には課題意識を持たれており、教育委員会改革が必要とされている。これまでも、金沢市教委は

教育委員の人数を 7 人に増員し、さらに特別支援教育の充実のため医師を委員とするなど、特徴ある活動を行って

きた。 

 

第 1 次金沢モデルでは学力向上施策を進めてきたが、学習指導要領の変更に伴い、第 2 次学校教育金沢モデ

ルでは、人と人のつながりを大切にした「絆」教育を加え、地域コミュニティや伝統文化を学ぶ時間や、「ユネスコスク

ール」の加盟によるネットワーク教育にも取り組むこととしている。 

 

（所感） 

23 年度から国の学習指導要領が変わり、授業時間の増や小学校での英語教育等がスタートするが、金沢モデル

の後追いともいえる。 

これからの地域主権時代、地域の特色を生かし、浜松のこどもを育てていくために、浜松においても教育委員会改

革は必要とされている。形がい化しないよう、議会としてのチェックを進めたい。 

 

以上 


