これまでのシンポジウムのご紹介
開催日
開催場所
H27年11月22日 寺井地区公民館
（能美市）

シンポジウム・講習会名・テーマ
日々の暮らしから始めるまちづくり
・基調講演
アサダワタル 氏
「日常を素材にして「場」をおこすこと〜「住み開き」などをきっかけに〜」
・パネルディスカッション
「まち、ひと、くらし〜ハレとケの日々〜」
・住み開き体験
てらかつ協議会メンバーの協力による 住み開き体験
H26年10月29日 サイエンスヒルズこまつ 共創による21世紀型まちづくり
（小松市）
・基調講演
樋口 秀 氏
「新たなまちなかの魅力づくりに向けて」
・パネルディスカッション
「共創による２１世紀型まちづくり」
H25年10月17日 輪島市文化会館
地元の宝を活かしたまちづくり
（輪島市）
・基調講演
沢登 次彦 氏
「訪れたいまち、リピーターを生むまち」
〜全国の観光地でのまちづくり・地域づくりについて 〜
・パネルディスカッション
「地元の宝を活かしたまちづくり」
H24年11月11日 野々市市
歴史ある景観が導く まちづくり と 賑わい創出
・基調講演
土屋 敦夫 氏
「野々市本町通りの家々の建築的特徴」
〜旧北国街道沿いの町並みと地域の賑わい〜
・パネルディスカッション
「野々市のこれからのまちづくり」
・まちあるき
「歴史探訪〜旧北国街道を歩く〜」
ボランティアガイド ののいち里まち倶楽部の案内による まち歩き
H23年10月23日 飯田わくわく広場
リボーン珠洲！まちづくりシンポジウム
（珠洲市）
「ホープフルタウン（希望の街）珠洲の地域創造戦略」
シンポジウム、街あるき・街だんぎなど
主催：リボーン珠洲実行委員会
共催：石川県、珠洲市、（財）いしかわまちづくり技術センター
H22年
加賀市
第１回北信越町並みゼミ大聖寺大会
5月1〜2日
大聖寺ぐるーっと見学会
主催：第１回北信越町並みゼミ大聖寺大会実行委員会、他３団体
共催：（財）いしかわまちづくり技術センター
H21年9月12日 片山津地区
街並み・まちづくりシンポジウム
会館テリーナホール
「片山津温泉まちづくりシンポジウム 新総湯とONSENプロムナード」
主催：片山津地区まちづくり協議会、石川県、加賀市、（財）いしかわまちづくり技術センター
H20年11月9日 和倉温泉観光会館
街並み・まちづくりシンポジウム
「能登半島まちづくりシンポジウム in 和倉温泉」
主催：石川県・まちづくりシンポジウム in 和倉温泉 実行委員会
（能登半島広域観光協会、七尾市、財団法人いしかわまちづくり技術センター他１１団体）
H20年3月1日 雪だるまカフェ
街並み・まちづくりシンポジウム
（白山市）
「白峰むらおこし談義」
主催：雪だるま倶楽部
後援：(財)いしかわまちづくりセンター
H20年2月22日 石川県庁会議室
〜(財)いしかわまちづくりセンター、
（金沢市）
都市ルネ、目抜き通り整備事業１０周年記念〜
「まちづくり座談会」
主催：石川県土木部都市計画課、
(財)いしかわまちづくりセンター
H18年3月21日 鶴来総合文化
街なか・まちづくりシンポジウム
会館クレイン
「ぬくもりあるまちづくりシンポジウム
〜より一体感のある白山市であるために〜」
主催：ぬくもりあるまちづくり実行委員会
（ＮＰＯ法人おまつり倶楽部、白山市、財団法人いしかわまちづくりセンター他９団体）
H18年2月12日 サンビーム日和ヶ丘
街なか・まちづくりシンポジウム
「合併後のまちづくりを考えるシンポジウム
〜共に考えよう！新七尾市のまちづくり〜」
主催：七尾市、財団法人いしかわまちづくりセンター
H17年3月21日 白山市松任学習
街並み・まちづくりシンポジウム
センター
「ＣＨＩＹＯっとでかけようか
〜まちをみんなの遊び場に〜」
主催：松任駅南まちづくりを考える会、
財団法人いしかわまちづくりセンター
H16年10月31日 輪島市役所
街並み・まちづくりシンポジウム
３Ｆ大会議室
「ぐるっと輪島〜みんなで進めよう！まちなか交流〜」
主催：特定非営利法人輪島市地域づくりＮＰＯ、
財団法人いしかわまちづくりセンター
輪島市
H16年3月7日 湯涌温泉かなや
「みんなが住みたいまちにしよう」
６Ｆ会議場
主催：湯涌まちづくり推進委員会、
財団法人いしかわまちづくりセンター
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H16年3月6日

和倉温泉観光会館
中ホール

H15年3月18日

石川厚生年金会館
２Ｆ「加賀の間」

H15年2月1日

能登食祭市場
２Fパーラーのと

H14年11月25日 珠洲市商工会議所
２Ｆ大ホール
（珠洲市）

H14年11月10日 加賀市大聖寺
「芭久郎山荘」
（加賀市）
H14年1月25日

金沢市文教会館
（金沢市）

H13年2月26日

ホテル日航金沢
（金沢市）

H12年11月10日 金沢市文化ホール
（金沢市）

H12年1月25日

ホテル日航金沢
（金沢市）

H12年1月25日

ホテル日航金沢
（金沢市）

街並み・まちづくりシンポジウムin七尾（和倉温泉）
「わくらが好き」
主催：和倉温泉旅館協同組合、
財団法人いしかわまちづくりセンター
共催：七尾市
街並み・まちづくりシンポジウム総括座談会
「今考える協働のまちづくりにおける住民の役割」
主催：街並み・まちづくりシンポジウム実行委員会
協働まちづくりシンポジウムin七尾
「考えよう！パートナーシップのまちづくり」
主催：協働まちづくりの考える会
共催：街並み・まちづくりシンポジウム実行委員会
まちづくりシンポジウム
「スモールタウンにおける地方の文化と魅力あるまちづくり」
主催：珠洲市ＴＭＯ設立準備会
共催：街並み・まちづくりシンポジウム実行委員会、
珠洲市経済懇話会
街並み・まちづくりシンポジウム
「今考えようあったらもん」
主催：街並み・まちづくりシンポジウム実行
委員会、NPO法人歴町センター大聖寺
街並み・まちづくりシンポジウム
地方都市の再生に向けて「まちづくりの決め手とは」
主催：街並み・まちづくりシンポジウム実行委員会
（石川県、８市、（財）いしかわまちづくりセンター）
県、市町村、まちづくり団体、商工関係、
コンサルタント及び一般市民
（平成１２年度組合土地区画整理事業講習会）
「ホームページの作成と保留地情報について」
「組合区画整理事業について」
「土地区画整理事業に係る税金について」
札幌市南あいの里土地区画整理組合設立準備委員会顧問榎並實
（街並み・まちづくりシンポジウム地方都市からの提言
〜魅力あるまちづくり〜）
・「街は、要る！〜地方分権の流れの中で〜」
（株）蓑原計画研究所長蓑原敬
・パネルディスカッション
「地方都市のこれからのまちづくり」
コーディネーター
金沢大学工学部教授川上光彦
コメンテーター
（株）蓑原計画研究所長蓑原敬
パネリスト
日本大学理工学部教授岸井隆幸
早稲田大学理工学部教授佐藤滋
前金沢市竪町商店街振興組合理事長山岸淑子
石川県土木部長中島浩
（街並み・まちづくりシンポジウム
〜参加とまちづくり〜）
・「参加とまちづくり〜未来への胎動〜」
（株）計画技術研究所所長林泰義
・パネルディスカッション
「市民が主役のまちづくり
〜都市ルネッサンスの実現に向けて〜」
コーディネーター
(株）計画情報研究所代表取締役北原良彦
県外パネリスト
日本政策投資銀行設備投資研究所
主任研究員野口秀行
ＴＭＯ（株）まちづくり会津
ＪＶ支援スタッフ庄司裕
県内パネリスト
七尾市都市整備課課長補佐田尻純江
輪島市商店連盟協同組合専務理事小山桂一
アドバイザー
（株）計画技術研究所所長林泰義
（まちづくり研究会）
・まちづくり研究会１「まちなか再生の手法」
話題提供者：
日本政策投資銀行設備投資研究所
主任研究員野口秀行
県内まちづくり報告者：３名
七尾市都市整備課課長補佐田尻純江
（株）金沢商業活性化センター総務課長坪内俊二
山代温泉旅館協同組合専務理事永井俊二郎
アドバイザー：３名
輪島都市ルネッサンスまちづくり協議会
まちなみづくり部会会長高木信治
珠洲都市ルネッサンスまちづくり推進委員会
副会長東元辰郎
Ｍｓ.の会会長本多浩子
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H12年1月14日

H11年5月14日

H11年3月17日

H11年3月5日

H10年11月17日

H10年2月27日

H10年2月16日

H9年11月11日

・まちづくり研究会２「市民参加とまちづくり」
話題提供者：
ＴＭＯ（株）まちづくり会津ＪＶ支援スタッフ庄司裕
県内まちづくり報告者：３名
輪島市商店連盟協同組合専務理事小山桂一
珠洲都市ルネッサンスまちづくり推進委員会
会長瀬戸光臣
ＴＭＯ（株）こまつ賑わいセンター
代表取締役専務新谷紀栄
アドバイザー：３名
七尾マリンシティ推進協議会
副会長間蔵信行
尾張町商店街振興組合
専務理事石野琇一
山の下寺院群周辺地区まちづくり協議会
景観専門員瀬戸達
金沢シティモンドホテル （平成１１年度組合土地区画整理事業講習会）
（金沢市）
・最近の組合区画整理事業をめぐる状勢について
建設省都市局区画整理課長小前繁
・区画整理とまちづくり
足利工業大学教授中川三朗
・パネルディスカッション
「都市づくりと区画整理の今後のあり方について」
コーディネーター：
（財）区画整理促進機構専理事西健吾
パネラー：５名
ホテル日航金沢
（土地区画整理事業に関する特別講演会）
(金沢市)
・土地区画整理事業の活用によるまちづくりについて
建設省都市局区画整理課長補佐中村忍
・まちづくりと公共事業に関する最近の動き
@日本道路協会顧問沓掛哲男
・地域に求められるまちづくりの展開・方向
足利工業大学教授福澤宗道
ホテル日航金沢
（平成１１年度組合土地区画整理事業講習会）
(金沢市)
・神戸市の復興まちづくりについて
神戸市助役鶴来紘一
・土地区画整理事業における諸問題について
石狩市花畔市街組合専務理事榎並実
・（財）区画整理促進機構の概要について
（財）区画整理促進機構企画課長島根勇一
・事業執行上の留意点について
石川県都市計画課区画整理係長畠山邦夫
ホテル日航金沢
（Ｈ１０いしかわまちづくりセンター講習会）
(金沢市)
・木造の地球学
・小布施のまちづくり
文屋代表木下豊
ホテル日航金沢
（街並み・まちづくりシンポジウム
(金沢市)
−地域住民が主体となった歴史街並みの保全と活用−）
・まち再発見へのてびき
東京大学工学部教授西村幸夫
勤労者総合福祉センター （Ｈ９いしかわまちづくりセンター講習会）
(七尾市)
・島田市中央第三地区土地区画整理事業における
街なか再生について
静岡県島田市中央地区区画整理事務所
計画係長杉本保
・区画整理の換地設計について
（株）昭和顧問清水浩
市民センター
（Ｈ９いしかわまちづくりセンター講習会）
(小松市)
・八日市駅前土地区画整理事業と商業近代化について
滋賀県八日市市市街地整備課長奥田敬一郎
・区画整理の換地設計について
（株）昭和顧問清水浩
東急ホテル
（Ｈ９いしかわまちづくりセンター講習会）
(金沢市)
・住民主体のまちづくり活動とその支援について
大阪市立大学工学部教授土井幸平
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