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　　今後の方針�
 １． まちづくりの方針�
（１）「�いしかわまちづくり技術センター」への改組
　（財）いしかわまちづくりセンターは、平成20年
度より(社)石川県建設技術センターと統合し、あらた
に『（財）いしかわまちづくり技術センター』に生
まれ変わります。統合により以下のような新たな事
業展開を図っていきます。�
�
　①まちづくりの企画、立案から設計、積算、施工
　　管理及びフォローアップ�
　　・ハード・ソフトの両面から、一貫性のあるき
　　　め細かな対応をしていきます。�
　②市町へのきめ細かい支援体制の充実�
　　・一貫した事業展開によりセンターが市町の土
　　　木の総合窓口となり、支援体制の充実を図り
　　　ます。�
　③時代にあったまちづくり推進（景観、環境、歴史、
　　文化等）�

　　　　　　�
（２）まちづくり活動への支援体制�
　来年度以降も引き続き、市町やまちづくり団体へ
の支援をしていきます。あなたのまちのまちづくり
に是非ご活用ください。�
　①専門家派遣制度�
　　県内の市町やまちづくり団体が実施するまちづ
　くりに関する勉強会等に専門家を派遣します。�
　②シンポジウムの開催�
　　まちづくりの課題等をテーマにしたシンポジウ
　ムの開催及びシンポジウムを開催する団体への助
　成を行います。�
　③いしかわこどもの未来創造まちづくり事業�
　　皆さんの地域で開催する子供たちのためのまち
　づくり活動（まち学習）に対して、開催費用を助
　成します。�
�
�

いしかわ景観大賞にも選定された輪島市馬場崎通り� （いしかわこどもの未来創造まちづくり事業）�
平成19年度  中学生まちづくりワークショップ（七尾市）の様子�

　平成９年より10年間の長きにわたり（財）いしか

わまちづくりセンターは、多くの皆様のご協力をい

ただき活動してまいりました。ご支援、ご協力いた�

だいた皆様には心より御礼申し上げます。本当にあ

りがとうございました。�

　「まち」は時代の要請により変化を求められてい

ます。今後、歴史、文化、自然の資産を活かした個

性あるまちづくり、住民の満足感のあるまちづくり�

が、交流・観光人口の増加や地域間競争を生き抜く

礎となります。�

　平成20年度より新組織となり、さらに住民が魅力

と誇りを実感できる自律した持続可能なまちづくり

の実現に向け取り組んでまいりますので、今後とも

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。�

�
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　平成19年3月25日に能登半島地震が発生し、能登地域で県内観測史
上最大の震度６強を記録するなど、石川県はこれまで経験したことの
ない大災害を受けました。�
　石川県土木部では、地震発生直後から被災者の生活の安定と早急な
支援活動を最優先に、応急仮設住宅の建設や被災した公共土木施設の
復旧に全力を挙げ、取り組んでまいりました。�
　また、市街地の復興については、「街並み景観に配慮した創造的復
興」を基本に整備することとしており、併せて賑わいの創出による地
域の活性化を図ることとしております。復興においても、一番大切な
のは地域が一番望んでいる形にすることであり、これまでのまちづく
りへの取り組みとなんら変わることはありません。�
　従来社会資本整備において、行政はまちづくりへの係わりが希薄で
あったり、住民の思いとかけ離れたプランが先行する傾向が見られま
した。�
　このため、本県では（財）いしかわまちづくりセンターを平成9年
に創設し、街路事業や区画整理事業はもとより、事前調査の段階で関
係住民との話し合いの環境づくりを行い、計画の必要性や効果を住民
と共有するところからまちづくりをすすめてまいりました。�
　「まちづくりView」は、センターの活動報告や、県内におけるま
ちづくり活動、事業の紹介、まちづくりに関する情報提供などを目的
に、平成10年から現在まで計29号を発刊してきました。�
　今回当センター創設から10年を迎え、平成20年度からは（財）いし
かわまちづくり技術センターに生まれ変わることから、住民主体のま
ちづくりを目指したこれまでの取り組みを検証し、新たな時代のまち
づくりへ展開されることを願って、「まちづくりView10周年記念特
別号」をとりまとめました。�
　また、10年を記念して、これまで県内各地でまちづくりにご尽力い
ただいている方々との「まちづくり座談会」と、能登半島地震からの
「穴水町・復興まちづくり」の取り組みについても紹介させていただ
きました。�
　この「まちづくりView」が、少しでも多くの皆様に当センターの
取り組みや本県のまちづくりについて理解を深めていただくきっかけ
になれば幸いです。�

石川県土木部長　小間井　孝吉�
（兼 (財)いしかわまちづくりセンター副理事長）�

　�いしかわまちづくりセンター設立から10年が経過し、

さらに中心市街地の活性化を目指して、沿道の商業・

観光施設と一体となって取り組む「都市ルネッサンス

石川・都心軸整備事業」、「街なか再生・目抜き通り

整備事業」が事業創設から約10年が経過したのを機に、

これまでの取り組みや中心市街地の活性化や観光振興

への効果などについて検証し、今後の更なる賑わいの

再生、交流人口拡大に向けた事業展開につなげるべく「ま

ちづくり座談会」を開催しました。�
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●塩安さん（輪島市馬場崎商店会専務理事）

　事業着手時は夢のような話だと

思っていましたが、事業が10年経

過した今、描いた絵以上の出来ば

えで非常に喜んでいます。�

　道路の拡幅とセットバックによ

り、輪島の風物詩となっている「振

り売り」のおばちゃんが安心してリアカーを引けるよ

うになったり、井戸端会議をしている光景が見られる

ようになり、いいまちになったと思っています。�

�

●櫻井さん（山中温泉南町ゆげ街道協議会会長）

　 成功の秘訣には、観光客の旅行

に対するニーズが団体旅行から個

人旅行に変わってきた時期だった

ことがあります。個人旅行では、

朝早く地域の観光に行ったり、早

く到着してまちを散策し、人とふ

れあいながらまちの良さを発見して帰るというふうに

変わっていきました。�

　旅館組合から、積極的にお客さんをまちに出すよう

応援をしていただきました。商店街と旅館が、協力し

て一緒に発展したいという気持ちを持てたことが、お

互いにいい結果を生んだのではないかと思います。�

●角田さん�
　（能登町宇出津新町通り商店会おかみさん会会長）

　事業が始まったことで、空き店

舗を一日交代で食べ物屋や酒屋

にして運営したり、商店街の数

軒の魚屋が協力し刺身を食べれ

るようにしたりと、みんなでい

ろんな取り組みを考えるように

なりました。�

　観光地でないことを嘆くのではなく、知恵を出し合

って、他地域の客も呼び込めるような観光地になろう

と考えるようになったことも、ソフトな面の非常に大

きな整備効果です。�

�

●喜多さん�
　（粟津温泉街区まちなみ協議会会長）�

　粟津にはおっしょべ恋物語と

いうものがあり、この物語がハ

ッピーエンドであることから昨

年の７月に粟津温泉が恋人の聖

地に選ばれました。今後このお

っしょべと恋人の聖地というこ

とをまちづくりの中に取り入れていきたいと思ってい

ます。�

　粟津温泉は1300年の歴史があります。新しいことを

することも大切ですが、歴史の重みをよく認識し、「変

わってはいけないもの」と、「変わっていかなくては

いけないもの」を見分けることが大切だと思っています。�

�

●小間井 土木部長�

　その「まち」を良くしようと

した時に、地域の方がそれを納

得、応援してくれるかどうかと

いうことは大切なことです。そ

のためには中心市街地の方は頑

張っていただかなくてはいけま

せん。行政が中心市街地を再生させるのは当たり前だ

と言われたら、おそらく事業は成り立っていかないで

しょう。�

　皆さんが一生懸命まちづくりに取り組む姿を行政は

応援していきます。�

　今後とも皆さんのご活躍を期待しています。�

�

まちづくり座談会の様子�

�
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　平成19年３月25日の能登半島地震により、奥能登の
玄関口である、穴水町中心市街地の商店街が大きな被
害を受けました。�
　このため行政、住民が力を合わせて住宅再建や、賑
わい創出、能登固有の伝統の継承を図るため、街並み
景観に配慮した復興に取り組んでいます。�
　（１）中心市街地の面的被害�
　（２）回遊性の不足による中心市街地の衰退�
　（３）商店街におけるまちなみの不統一�
の課題に対して、地元・市・県が連携して円滑に対応
するため、「穴水町復興対策会議」を３月19日に「穴
水町まちなか再生協議会」に改編し、住民主体のまち
づくりを推進します。�
�
（１）中心市街地の面的被害に対して、町では住宅再
　　建の受け皿として土地区画整理事業（A=0.7ha、　
　　H19～H22）を実施し、H20年夏の住宅再建開始を
　　目指しています。�
　　　また、区画整理事業地内の真名井川沿い�
　　に「能登ふるさとモデル住宅」を建設予定�
　　です。�
�
（２）早期復興と回遊性の向上・賑わいづくりに�
　　向けて、県の街路・道路事業、河川事業を実�
　　施します。�
�
　　①（都）大町通り線〔シンボルロード〕�
　　　復興のシンボルロードとして穴水駅と�
　　商店街を結ぶ街路整備を行います。�
　　　○延長：L=160ｍ�
　　　○幅員：W=8ｍ（新設道路）�
　　　○事業期間：H20～H22(予定)�
　　�
　　②（都）本町線�
　　　商店街と一体となってまちなみ景観に配�
　　慮した街路整備を行います。�
　　　○延長：L=220ｍ�
　　　○幅員：W=8ｍ（現況6.0～8.0ｍ）�
　　　○事業期間：H20～H24(予定)�
�
　　③（主）穴水剱地線�
　　　沿道建物と一体となった整備を行います。�
　　　○延長：L=160ｍ�

　　　○幅員：W=8ｍ（現況5.0～6.0ｍ）　�
　　　○事業期間：H20～21（予定）�
　　④真名井川河川整備�
　　　被災箇所の災害復旧に合わせ、護岸をグレード
　　アップし、舟着き場を整備する等、中心市街地の
　　賑わい創出の一部を担います。�
 �
（３）商店街のまちなみの統一に向けて、街並み環境
　　整備事業を実施し、３つの商店街沿道の建物のフ
　　ァサード整備を進め、街路事業と一体となってま
　　ちなみ景観の整備を行い回遊性の向上を図ります。�
　　　また、復興まちづくり総合支援事業として、穴
　　水町が平成20年度から５箇年でJRバス跡地を核と  
　　して、防災拠点としての機能を持つ観光案内施設
　　や集会施設などを整備します。�
�
　今後も穴水町の復興のため、官民協働（地元、市、県）
で復興まちづくりに取り組んでいきます。�
�

�　概要�
 １．設立の目的�
　従来の行政が中心となったまちづくりから、住民提
案型のまちづくりの重要性が増大したことや地方分権
の推進を背景に、まちづくり支援組織として、既存の
財団法人金沢駅周辺振興整備財団が平成９年11月11日、
財団法人いしかわまちづくりセンターに改組されました。
当センターの設立目的は�
　①既成市街地における市街地活性化など、地域住民
　　が主体となったまちづくりの支援�
　② 地方分権に対応した都市計画の策定の支援�
　③土地区画整理事業や市街地再開発事業など、都市
　　整備プロジェクトの支援�
であり、住民主体のまちづくりに向けた情報提供や啓
発を行う「公益事業」と、実際のまちづくりの活動を
通して住民主体のまちづくりを指導するため、まちづ
くり協議会等の運営事務を行う「受託事業」を実施し
ています。�
�
２．業務内容�
　①活動支援機能�
　　◎窓口相談（行政関連部局との橋渡し、制度や計
　　　画の解説、情報提供等をいたします。）�
　　◎啓発・普及（広報誌等の発行、シンポジウムや
　　　イベントを開催します。）�

　　◎場所・機器貸与（住民がまちづくり活動を行う
　　　上で必要となる場所、事務機器等の貸し出しを
　　　します。）�
　　◎組織的活動支援（活動のノウハウ、技術的対応、
　　　ワークショップやイベントの開催、人材派遣等
　　　を行います。）�
　②情報支援機能�
　　◎分析・提供（まちづくり専門家や支援者等の人
　　　材情報、事業制度、内外の整備や活動の事例等
　　　を整理して提供します。）�
　　◎保管（まちづくりに関する図書や資料を体系的
　　　に収集整理・保管し、希望者に貸出します。）�
　③研修支援機能�
　　◎研修・交流（住民、企業、行政に対してまちづ
　　　くり活動への参画理念、リーダー育成、セミナー、
　　　見学会等を定期的に行います。）�
　④調査研究機能�
　　◎当該自治体委託（当該自治体でのまちづくり計
　　　画の作成、住民参加システム等の調査研究を行
　　　います。）�
　　◎自主研究（まちづくりに関する技術的問題、手
　　　法等について他機関と協同しながら実施し支援
　　　活動にフィードバックします。）�
�
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　　公益事業�
 １． 専門家派遣制度�
（１）制度の概要�
　県内の市町やまちづくり団体が実施するまちづくり
に関する勉強会等に専門家を派遣し、専門家の謝金及
び旅費の一部を負担する助成制度を行っています。�
�
■費用負担�
�
�
�
�
�
�
（２）実績�
　当制度は平成９年度より実施しており、派遣した講
習会や勉強会には平成19年度までにのべ約1,700名が参
加し、まちづくりに対する理解や認識を深めました。�
�
■実績一覧�
�
�
�

２．街並み・まちづくりシンポジウム�
（１）事業概要�
　まちづくりの課題等をテーマにしたシンポジウムを
開催しています。県及び10市の負担金により実施して
おります。�
�
（２）実績�
　当事業は平成10年度より実施しており、平成19年度
までにのべ約3,200人が参加し、まちづくりに対する理
解や認識を深めました。�
�
■実績一覧�
�

（３）事例紹介�
　①「加賀舞子ふれあいロード」ワークショップ�
　　・日　　時：平成13年８月19日�
　　・派遣場所：根上町保健相談センター�
　　・参加者　：70名�
　　・派遣講師：ボランティア活動研究所　�
　　　　　　　　所長　須戸　哲　氏�
　　・申請団体：根上町�
　　・内容：　根上町の医療福祉ゾーンから駅を結ぶ
　　　　　　町道加賀舞子線歩道のバリアフリー化事
　　　　　　業の設計に際して、ファシリテーター（進
　　　　　　行役）を派遣し、住民参加によるワーク
　　　　　　ショップを実施しました。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　②歩道橋を動橋川にかけよう！！�
　　・日　　時：平成18年12月12日�
　　・派遣場所：加賀市立動橋小学校�
　　・参加者　：50名�
　　・派遣講師：金沢大学講師　安達　實　氏�
　　・申請団体：動橋まちプラン推進委員会�
　　　　　　　　加賀市市立動橋小学校�
　　・申請団体：根上町�
　　・内容：　県内各地、諸外国の橋の事例を紹介し
　　　　　　たり、厚紙を使った橋の仕組みの解説、
　　　　　　加賀市の歴史と水の関わり、地域の中で
　　　　　　の橋の役割について小学校児童が学びま
　　　　　　した。　　　　　　�

１回目�

派　遣　先�

小松市中心賑わい協議会  他3件�

大川やわらぎ街道まちづくり協議会�
他1件�

美川町新町まちづくり協議会�
　　　　　　　　　　　　 他4件�

芦城校下町内会連合会（小松市）�
他7件�

宇ノ気狩鹿野線沿道まちづくり推進事業推進検討部会�
他1件�

野々市町中南部土地区画整理組合�
他4件�

動橋まちプラン推進委員会・加賀市立動橋小学校�
他4件�

高松北西部土地区画整理準備組合�
他3件�

野々市町土地区画整理事業推進協議会�
他1件�

野々市町土地区画整理事業推進協議会�

平成�
9年�

平成�
10年�

11年�

12年�

13年�

14年�

15年�

16年�

17年�

18年�

19年�

99名�

369名�

381名�

164名�

152名�

126名�
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30名�
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1,699名�
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15�
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17�
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金沢市�

加賀市�

珠洲市�

七尾市�

金沢市�

七尾市�

金沢市�

輪島市�

白山市�

七尾市�

白山市�

かほく市�

加賀市�

能美市�

白山市�

「地域住民が主体となった歴史街並みの保全と活用」�

「参加とまちづくり～未来への胎動～」�

「地方都市からの提言～魅力あるまちづくり～」�

「地方都市の再生に向けて～まちづくりの決め手とは～」�

「今　考えよう　あったらもん」�

「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」�

「考えよう！パートナーシップのまちづくり」�

「今考える協働のまちづくりにおける市民の役割」�

「わくらが好き…いっしょに考えよう和倉のまちづくり…」�

「みんなが住みたいまちにしよう」�

「ぐるっと輪島～みんなで進めよう！まちなか交流～」�

「ＣＨＩＹＯっとでかけようか～まちをみんなの遊び場に～」�

「共に考えよう！新七尾市のまちづくり」�

「より一体感のある白山市であるために」�

「合併後のまちづくりを考えるシンポジウム」�

「自転車フェスタかが2007－自転車を活かしたまちづくりー」�

「まちのまん中を考えるシンポジウム」�

「白峰むらおこし談義」�

18回�

西村幸夫（東京大教授）�

林泰義（�計画技術研究所所長）�

簑原敬（�簑原計画事務所所長）�

ー�

見附裕史（県立九谷焼美術館副館長）他２名�

望月照彦（多摩大情報経営学部教授）�

世古一穂（�NPO情報・研修センター代表理事）�

※総括座談会�

松浦英二（�インターライフ代表取締役社長）�

梶本晃司（石川県観光連盟アドバイザー）�

小宮和一（�アーバンソフト代表取締役）�

ー�

穂坂邦夫（NPO法人地方自立政策研究所理事長）�

谷外雄（�日旅産業（日本旅行商事部門）執行役員大阪支店長）�

ー�

多賀一雄（�京都サイクリングツアープロジェクト代表取締役）�
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谷明彦（金沢工業大教授）�
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派　遣　先�

小松市中心賑わい協議会  他3件�

大川やわらぎ街道まちづくり協議会�
他1件�

美川町新町まちづくり協議会�
　　　　　　　　　　　　 他4件�

芦城校下町内会連合会（小松市）�
他7件�

宇ノ気狩鹿野線沿道まちづくり推進事業推進検討部会�
他1件�

野々市町中南部土地区画整理組合�
他4件�

動橋まちプラン推進委員会・加賀市立動橋小学校�
他4件�

高松北西部土地区画整理準備組合�
他3件�

野々市町土地区画整理事業推進協議会�
他1件�

野々市町土地区画整理事業推進協議会�

平成�
9年� 99名�

369名�

381名�

164名�

152名�

126名�

101名�

30名�

97名�

1,699名�

180名�

10年�

11年�

12年�

13年�

14年�

15年�

17年�

18年�

19年�

計�

参加者�

2回目�

負担対象額�
（上限金額）�

謝金、旅費の金額�
（5万円）�

謝金、旅費の半額�
（3万円）�

かほく市「合併後のまちづくりを考えるシンポジウム」（平成18年度）�



８� ９�

（３）事例紹介�
①「参加とまちづくり～未来への胎動～」�
　・日　時：平成12年１月25日�
　・会　場：ホテル日航金沢�
　・参加者：約380名�
　・第１部　基調講演：�
　　　　　　「参加とまちづくり～未来への胎動～」�
　　　　　　　　計画技術研究所所長　林　泰義　氏�
　・第２部　パネルディスカッション：�
　　　　　　テーマ「市民が主役のまちづくり�
　　　　　　―都市ルネッサンスの実現にむけて―」�
　・内　容：　中心市街地の衰退が深刻な問題となっ

ていることを背景に、まちなか再生の手
法や市民参加のあり方について基調講演、
パネルディスカッションを実施しました。�
　基調講演では、地域にあった「身の丈」
の開発をしていくことの重要性についてや、
行政がいかに地域のニーズや地域の知恵、
地域の提案をバックアップできるかとい
うことが事業のポイントであることにつ
いて講演いただきました。�
　また、パネルディスカッションでは、
「井戸端会議などの足下から物事を考えて、
まちづくりにつながれば足腰のしっかり
したまちづくりができる」といった意見や、
「すぐに人口増加や売り上げといった効
果があらわれなくても、着々とまちづく
りの活動を続けていくことが大切で、そ
れによって行政の支援も得られる」とい
った意見が出されました。�

②「共に考えよう！新七尾市のまちづくり」�
　・日　時：平成18年２月12日�
　・会　場：サンビーム日和ヶ丘�
　・参加者：310名�
　・第１部 基調講演：「住民自治と合併後のまちづくり」�
　　　　　NPO法人地方自立政策研究所理事長 穂坂 邦夫 氏�
　・第２部：市民憲章素案発表�
　・内　容：　平成16年10月に旧１市３町が合併をし

新七尾市が誕生したことを背景に、新市
に相応しいこれからのまちづくりを考え
ることを目的として、基調講演、市民憲
章素案発表が実施されました。�
　基調講演では、住民や行政の意識改革
についてや、地域個性を尊重した施策の
展開について講演いただきました。�
　また、市民憲章素案発表では、『市民
憲章をみんなでつくる会』により素案が
発表されました。�
「市民憲章をみんなでつくる会」は公募
による市民で構成され、10～20代、30代、
40～50代、60～70代、小学生、中学生の
６つのグループに分かれて、各グループ
ごとに市民憲章の素案を考える会です。�
　シンポジウムで発表された各グループ
の素案をまとめて、最終的な案を作成し、
パブリックコメント等を経て、市議会に
提案されました。�

３．住民主体のまちづくり事業�
（１）事業概要�
　平成９年から平成19年度（現在も継続中）にかけ「ま
ちづくり大好き人間養成作成」から「住民主体のまち
づくり事業」に続く人材育成事業を展開してきました。�

　この事業へ取り組んだのは、まちづくりにおける市
民参画が進むにつれ、市民の役割や責任が増大しつつ
あり、そうした役割と責任を担う人材の育成が、今後
のまちづくりに必要であると考えたためです。�
�

基調講演の様子（平成12年１月）�

小学生による発表�

会場の様子�

年　度�

平成9年度�

実施内容�

まちづくり大好き人間養成作戦事業�
①まち再発見ラリー（加賀市大聖寺）②まちづくり大好き人間フォーラム（加賀市大聖寺）�
③まちづくり読本小学生版の作成（指導者用手引き書含む）�

平成10年度�まちづくり大好き人間養成作戦事業�
①まち再発見ラリー（七尾市）②子どもまちづくりフォーラム（七尾市）�
③まちづくり読本中学生版の作成（指導者用手引き書含む）�

平成14年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①親子まちづくり現場見学会2002の実施（金沢市）　②輪島・わくわくまちなか探検隊の支援（輪島市）�
(2)まちづくり地域リーダー養成事業報告会�

平成12年度�まちづくり地域リーダー養成事業�
①まち再発見ラリー（小松市）②まちづくり読本県内市町村版の作成（指導者用手引き書含む）�
③子どもまちづくり塾200 ④まちづくりリーダー養成推進懇話会の設置�

平成17年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①再発見ラリーin前川（小松市）②乗って！見て！聞いて！屋形船乗船体験in柴山潟（加賀市）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくり地域リーダー養成事業報告会�
�

平成18年度� (1)いしかわこどもの未来創造まちづくり事業の実施（５件）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくりリーダー養成事業報告会�
�

平成19年度� (1)いしかわこどもの未来創造まちづくり事業の実施（７件）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくりリーダー養成事業報告会�

平成13年度�まち・ひと・ゆめを育てるパートナーシッププラン推進事業�
(1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施・支援�
　①まち再発見ラリー支援（松任市）　②輪島・まちなみ探検隊支援（輪島市）　③親子まちづくり現場見学会の実施（金沢市）�
　④その他県内のまち学習ワークショップの後援（金沢市）�
(2)まちづくり地域リーダー養成推進懇話会の継続実施�
(3)啓発パンフレット「まちづくり学習のススメ」及び「まちづくり学習プログラム集」の作成�
�

平成15年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①まちづくり地域リーダー養成パネルディスカッションへの支援（加賀市）�
　②金沢大学教育学部附属小学校総合学習「未来都市金沢ゼミ」への支援（金沢市）�
　③珠洲市高校生まちなか探検隊「まちづくり会社体験学習」支援（珠洲市）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくり地域リーダー養成事業報告会�

平成16年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①小松市高校生まちなか探検隊への支援（小松市）�
　②町めぐり＆ジャンボフェスティバルへの支援（松任市）�
　③金沢学院大学「卯辰山山麓まち並みWatch！」支援（金沢市）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくり地域リーダー養成事業報告会�

平成11年度�まちづくり大好き人間養成作戦事業�
①まち再発見ラリー（金沢市）②子どもまちづくりフォーラム（金沢市）③子どもまちづくり塾の開催（金沢市）�

■実績一覧�
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　この事業へ取り組んだのは、まちづくりにおける市
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あり、そうした役割と責任を担う人材の育成が、今後
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　①親子まちづくり現場見学会2002の実施（金沢市）　②輪島・わくわくまちなか探検隊の支援（輪島市）�
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平成12年度�まちづくり地域リーダー養成事業�
①まち再発見ラリー（小松市）②まちづくり読本県内市町村版の作成（指導者用手引き書含む）�
③子どもまちづくり塾200 ④まちづくりリーダー養成推進懇話会の設置�

平成17年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①再発見ラリーin前川（小松市）②乗って！見て！聞いて！屋形船乗船体験in柴山潟（加賀市）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくり地域リーダー養成事業報告会�
�

平成18年度� (1)いしかわこどもの未来創造まちづくり事業の実施（５件）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくりリーダー養成事業報告会�
�

平成19年度� (1)いしかわこどもの未来創造まちづくり事業の実施（７件）�
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　①まち再発見ラリー支援（松任市）　②輪島・まちなみ探検隊支援（輪島市）　③親子まちづくり現場見学会の実施（金沢市）�
　④その他県内のまち学習ワークショップの後援（金沢市）�
(2)まちづくり地域リーダー養成推進懇話会の継続実施�
(3)啓発パンフレット「まちづくり学習のススメ」及び「まちづくり学習プログラム集」の作成�
�

平成15年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①まちづくり地域リーダー養成パネルディスカッションへの支援（加賀市）�
　②金沢大学教育学部附属小学校総合学習「未来都市金沢ゼミ」への支援（金沢市）�
　③珠洲市高校生まちなか探検隊「まちづくり会社体験学習」支援（珠洲市）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくり地域リーダー養成事業報告会�

平成16年度� (1)子どもとまちやまちづくりを考えるワークショップ等の実施支援�
　①小松市高校生まちなか探検隊への支援（小松市）�
　②町めぐり＆ジャンボフェスティバルへの支援（松任市）�
　③金沢学院大学「卯辰山山麓まち並みWatch！」支援（金沢市）�
(2)「いしかわまちづくりＮＯＷ」まちづくり地域リーダー養成事業報告会�

平成11年度�まちづくり大好き人間養成作戦事業�
①まち再発見ラリー（金沢市）②子どもまちづくりフォーラム（金沢市）③子どもまちづくり塾の開催（金沢市）�

■実績一覧�
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　　将来のまちづくりを担う子どもたちが、早い段階
　からまちづくりに対して関心を抱き、その意義を学
　ぶとともに、まちづくりにとってもっとも重要であ
　る「わが街意識」の熟成を目指し、子どもたちとま
　ちづくりについて考える“まちづくり学習”に関す
　る諸事業について紹介します。�
�
（２）まち再発見ラリー・まちなみ探検隊�
　　子どもたちが、まちの文化、歴史、景観等に興味
　を持つきっかけとなるよう、まちをフィールドとす
　るフォトラリーを実施します。まちの良いところや
　悪いところを探しポスターにとりまとめます。�
�
　① 輪島わくわく　まちなみ探検隊�
　　・日時：平成14年8月22日（木）10:00～16:00�
　　・場所：ふらっと訪夢、輪島中心市街地�
　　・参加者：輪島市内の小学生27名�
　　　　　　　高校生9名（ボランティアスタッフ）�
　　・概要：　小学生が、輪島の中心市街地や商店街
　　　　　　活動について学習し、輪島をもっと好き
　　　　　　になってもらうことを目的として開催し
　　　　　　ました。輪島実業高校の生徒にも参加い
　　　　　　ただき、高校とまちづくりの接点を探る
　　　　　　ものにもなりました。�
　　　　　　　内容は、午前中まち歩きをして写真撮
　　　　　　影をし、午後からはそれらをポスターに
　　　　　　とりまとめました。�

　②珠洲市高校生まちなか探検隊�
　　・日時：１日目　平成15年8月20日（水）10:00～16:00�
　　　　　　情報収集　平成15年8月21日（木）～25日（月）�
　　　　　　２日目　平成15年8月26日（火）13:00～16:00�
　　・場所：珠洲市産業センター�
　　・参加者：珠洲市内の高校生9名�
　　・概要：　珠洲市内の高校生にまちづくりについ
　　　　　　て体験・学習する機会を提供し、珠洲市
　　　　　　民の一人としてまちづくりに興味を持っ
　　　　　　てもらい、今後のまちづくりに活かして
　　　　　　いくため、�
　　　　　　・まちづくりについて学ぶ機会とする。�
　　　　　　・高校生の珠洲への郷土愛を高める。�
　　　　　　・高校生のアイデアを集約し、珠洲のま
　　　　　　　ちづくりに活用する。�
　　　　　　を目的として開催しました�
　　　　　　　内容は、第1日に名刺作りやカメラ付携
　　　　　　帯電話の取り扱い説明を行い、その５日
　　　　　　間の間に「活かしたいもの」「不足して
　　　　　　いるもの」「取り除きたいもの」を探して、
　　　　　　カメラ付き携帯電話にて撮影しました。
　　　　　　　撮影後は、所定のホームページへ送信
　　　　　　しアップしました。第２日目には撮影し
　　　　　　てきた写真のとりまとめと発表を行いま
　　　　　　した。�
�

（３）まちづくり読本の作成�
　　学校や地域においてまちづくり学習をするための
　学習資源として、総合学習にも活かされることを目
　的に子ども向けのまちづくりのテキストを作成しま
　した。�
　　学識経験者と学校関係者からなるワーキンググル
　ープを組織し、行政と学校関係者との協働作業によ
　る作成を行いました。�
　　まちづくり読本は、平成9年度に小学生版を、平成
　10年度に中学生版と教師用の手引書を作成しました。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（４）まちづくりリーダー養成事業報告会�
　　平成14年より、まち学習・まちづくり学習に関す
　る情報交換の場として、学識経験者、教育関係者、
　市民・地域団体からなる委員、県内での取り組みを
　行なう活動団体が一同に会し、活動の報告会を行っ
　ています。�
　　報告会では、その年に(財)いしかわまちづくりセン
　ターの支援で実施されたまちづくり学習活動の実施
　団体による報告が行われ、その内容について様々な
　助言をいただいています。�
�
�
�
�

（５）いしかわこどもの未来創造まちづくり事業�
　　より多くのまちづくり団体に子供達のまちづくり
　学習を展開してもらうことを目的に、公募による助
　成制度を平成18年度より創設し、５～７団体に助成
　を行っております。�
　　本事業創設により、かるた制作や民話発表会等幅
　広い事業を展開しています。�
�
　�
○金沢長町かるた制作�
　・日時：平成18年10月28日（土）（説明会）�
　　　　　　　　　11月11日（土）（かるた絵制作）�
　　　　　　　　　11月18日（土）（かるた絵制作）�
　　　　　　　　　12月26日（火）（かるた大会）�
　・場所：金沢市長町周辺�
　・参加者：長町校下児童　のべ51名（4日間）�
　・概要：　以下の目的により開催されました。�
　　①長町周辺を中心とする金沢（城下）の歴史や文
　　　化遺産を再発見し、時代へ伝承する。�
　　②制作と大会を通じて子供たちがまちを知り、考え、
　　　世代間のコミュニティーを深める。�
　　③芸術的な自己表現を通じ、伝統や遊びを継承する。�
　・内容：　大人が制作した48首のかるたの読み札に
　　　　　ついて、子供たちが絵札を作成するという
　　　　　ものです。かるたに描く建物や建造物を見
　　　　　て回り、長町にどんな財産や歴史があるの
　　　　　か勉強しました。�
　　　　　　まちなか探検で撮った写真をもとにかる
　　　　　た絵を制作し、最後に自分達でつくったか
　　　　　るたで、かるた大会を行いました。�
�

まちづくりリーダー養成事業報告会の様子（平成17年度）�

中学生版� 小学生版�

いしかわこどもの未来創造まちづくり事業�
平成18年度「金沢長町かるた制作」の様子�

【事業紹介】�

輪島わくわくまちなみ探検隊  まち歩きの様子�
珠洲市高校生まちなか探検隊  撮影・送信の様子�

珠洲市高校生まちなか探検隊  とりまとめ発表の様子�
輪島わくわくまちなみ探検隊  ポスター作成の様子�



10 11

　　将来のまちづくりを担う子どもたちが、早い段階
　からまちづくりに対して関心を抱き、その意義を学
　ぶとともに、まちづくりにとってもっとも重要であ
　る「わが街意識」の熟成を目指し、子どもたちとま
　ちづくりについて考える“まちづくり学習”に関す
　る諸事業について紹介します。�
�
（２）まち再発見ラリー・まちなみ探検隊�
　　子どもたちが、まちの文化、歴史、景観等に興味
　を持つきっかけとなるよう、まちをフィールドとす
　るフォトラリーを実施します。まちの良いところや
　悪いところを探しポスターにとりまとめます。�
�
　① 輪島わくわく　まちなみ探検隊�
　　・日時：平成14年8月22日（木）10:00～16:00�
　　・場所：ふらっと訪夢、輪島中心市街地�
　　・参加者：輪島市内の小学生27名�
　　　　　　　高校生9名（ボランティアスタッフ）�
　　・概要：　小学生が、輪島の中心市街地や商店街
　　　　　　活動について学習し、輪島をもっと好き
　　　　　　になってもらうことを目的として開催し
　　　　　　ました。輪島実業高校の生徒にも参加い
　　　　　　ただき、高校とまちづくりの接点を探る
　　　　　　ものにもなりました。�
　　　　　　　内容は、午前中まち歩きをして写真撮
　　　　　　影をし、午後からはそれらをポスターに
　　　　　　とりまとめました。�

　②珠洲市高校生まちなか探検隊�
　　・日時：１日目　平成15年8月20日（水）10:00～16:00�
　　　　　　情報収集　平成15年8月21日（木）～25日（月）�
　　　　　　２日目　平成15年8月26日（火）13:00～16:00�
　　・場所：珠洲市産業センター�
　　・参加者：珠洲市内の高校生9名�
　　・概要：　珠洲市内の高校生にまちづくりについ
　　　　　　て体験・学習する機会を提供し、珠洲市
　　　　　　民の一人としてまちづくりに興味を持っ
　　　　　　てもらい、今後のまちづくりに活かして
　　　　　　いくため、�
　　　　　　・まちづくりについて学ぶ機会とする。�
　　　　　　・高校生の珠洲への郷土愛を高める。�
　　　　　　・高校生のアイデアを集約し、珠洲のま
　　　　　　　ちづくりに活用する。�
　　　　　　を目的として開催しました�
　　　　　　　内容は、第1日に名刺作りやカメラ付携
　　　　　　帯電話の取り扱い説明を行い、その５日
　　　　　　間の間に「活かしたいもの」「不足して
　　　　　　いるもの」「取り除きたいもの」を探して、
　　　　　　カメラ付き携帯電話にて撮影しました。
　　　　　　　撮影後は、所定のホームページへ送信
　　　　　　しアップしました。第２日目には撮影し
　　　　　　てきた写真のとりまとめと発表を行いま
　　　　　　した。�
�

（３）まちづくり読本の作成�
　　学校や地域においてまちづくり学習をするための
　学習資源として、総合学習にも活かされることを目
　的に子ども向けのまちづくりのテキストを作成しま
　した。�
　　学識経験者と学校関係者からなるワーキンググル
　ープを組織し、行政と学校関係者との協働作業によ
　る作成を行いました。�
　　まちづくり読本は、平成9年度に小学生版を、平成
　10年度に中学生版と教師用の手引書を作成しました。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（４）まちづくりリーダー養成事業報告会�
　　平成14年より、まち学習・まちづくり学習に関す
　る情報交換の場として、学識経験者、教育関係者、
　市民・地域団体からなる委員、県内での取り組みを
　行なう活動団体が一同に会し、活動の報告会を行っ
　ています。�
　　報告会では、その年に(財)いしかわまちづくりセン
　ターの支援で実施されたまちづくり学習活動の実施
　団体による報告が行われ、その内容について様々な
　助言をいただいています。�
�
�
�
�

（５）いしかわこどもの未来創造まちづくり事業�
　　より多くのまちづくり団体に子供達のまちづくり
　学習を展開してもらうことを目的に、公募による助
　成制度を平成18年度より創設し、５～７団体に助成
　を行っております。�
　　本事業創設により、かるた制作や民話発表会等幅
　広い事業を展開しています。�
�
　�
○金沢長町かるた制作�
　・日時：平成18年10月28日（土）（説明会）�
　　　　　　　　　11月11日（土）（かるた絵制作）�
　　　　　　　　　11月18日（土）（かるた絵制作）�
　　　　　　　　　12月26日（火）（かるた大会）�
　・場所：金沢市長町周辺�
　・参加者：長町校下児童　のべ51名（4日間）�
　・概要：　以下の目的により開催されました。�
　　①長町周辺を中心とする金沢（城下）の歴史や文
　　　化遺産を再発見し、時代へ伝承する。�
　　②制作と大会を通じて子供たちがまちを知り、考え、
　　　世代間のコミュニティーを深める。�
　　③芸術的な自己表現を通じ、伝統や遊びを継承する。�
　・内容：　大人が制作した48首のかるたの読み札に
　　　　　ついて、子供たちが絵札を作成するという
　　　　　ものです。かるたに描く建物や建造物を見
　　　　　て回り、長町にどんな財産や歴史があるの
　　　　　か勉強しました。�
　　　　　　まちなか探検で撮った写真をもとにかる
　　　　　た絵を制作し、最後に自分達でつくったか
　　　　　るたで、かるた大会を行いました。�
�

まちづくりリーダー養成事業報告会の様子（平成17年度）�

中学生版� 小学生版�

いしかわこどもの未来創造まちづくり事業�
平成18年度「金沢長町かるた制作」の様子�

【事業紹介】�

輪島わくわくまちなみ探検隊  まち歩きの様子�
珠洲市高校生まちなか探検隊  撮影・送信の様子�

珠洲市高校生まちなか探検隊  とりまとめ発表の様子�
輪島わくわくまちなみ探検隊  ポスター作成の様子�



12 13

　　受託事業�
 １．  事業概要�
（１）目的�
　　受託事業では、まちづくり協議会の運営事務等を
　県や市町等から受託し、官民協働のまちづくりを推
　進している。土地区画整理事業、街路事業などの都
　市計画事業の他、河川事業においても地域の意見を
　社会資本整備に活かしていくよう、まちづくり協議
　会を設立し、地域の活性化を図っています。�
（２）実績�
　　受託事業は平成９年度より平成19年度までにのべ
　67件の業務を受託しております。�
�
２．事業紹介�
（１）前川水辺環境魅力アップ協議会�
　①事業内容　　�
　　一級河川 前川は木場潟から西北に流れ、今江町の
　街中を通過、干拓農地を経由し、梯川に合流する河
　川であり、その下流の安宅町で日本海にそそぐ河川
　です。�
　　前川沿川は、白山を眺望することができる自然景
　観に優れた木場潟や広大な田園空間が広がるほか、
　歴史的面影を残す特色あるまちなみが残存しています。�
　　このような状況の中で、前川沿川の景観の保全・
　形成、快適な水辺空間の創造、既存の公共施設を活
　かした歩行系ネットワークの構築等、次世代に残せ
　る風景とまちづくりに取り組むことが望まれ、地域
　住民と行政が協働し、前川とその周辺の魅力創出を
　検討しています。�

　②前川水辺ネットワーク構想�
　　木場潟から梯川の合流点までを対象区間とし、快
　適で安らぎのある水辺空間の創出や既存の公共施設
　を活かした歩行系ネットワークの構築とその利活用
　のあり方について検討した前川水辺ネットワーク構
　　　　　　　　　　　　　想を策定しました。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　③前川まちなみルールの策定�
　　今江地区の河川改修事業の進捗とあいまって、歴
　史的な面影を残すまちなみの保全を視野に入れ、地
　域にとってふさわしいまちなみ景観形成のあり方を
　明確化するとともに、建築物を含めた誘導方策を検
　討しています。�
�

５． いしかわまちづくり交流会�
（１）目的�
　　都市計画・まちづくりにおいて、都市ビジョンや
　事業計画の検討、事業の実施、施設等の維持管理や
　運営といったあらゆる局面において、住民参加や官
　民協働のあり方を模索し、よりよい関係性を保ちな
　がらまちづくりをすすめることが肝要です。�
　　そこで、まちづくりをすすめる住民団体と県・市
　町の都市計画・まちづくり担当課の職員が一同に会し、
　以下の３つを目標に今後のまちづくりの在り方を考
　える会として、いしかわまちづくり交流会を開催し
　ました。�
　①まちづくり推進に対する意識の高揚�
　　他地区の活動状況やアイデアを知り、まちづくり
　推進に対する意識・意欲の高揚を図る�
　②民々ネットワークの構築と情報交換�
　　中心市街地活性化、賑わいの創出など共通の目的
　を有する住民同士のネットワークの構築�
　③官民の連携強化�
　　住民と行政がともに支えあう関係づくり�

（２）開催概要�
　　平成18～19年度に計４回開催しました。�
　　特に、第4回交流会では、交流会後に現地見学会も
　開催し、七尾市の中心市街地を歩き、七尾のまちづ
　くりを学びました。�
�

日本海�

安宅町� 梯川�

今江町�

木場潟�

前川�

前川まちなみ再生検討会�
前川水辺ネットワーク検討会�

日本海�

安宅町� 梯川�

今江町�

木場潟�

前川�

活動対象範囲�

各検討会の様子� 前川からの白山眺望�

舟運文化の面影が残る今江町のまちなみ�

前川まちなみ再生検討会�
前川水辺ネットワーク検討会�

前川乗船体験�

並木が続く前川沿岸�前川水辺ネットワーク構想�

▲パネルディスカッションの様子（第４回いしかわまちづくり交流会）�

現地見学会の様子�
（第４回いしかわ�
　まちづくり交流会）�
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（２）大川やわらぎ街道まちづくり協議会�
　①事業内容　�
　　小松市大川町では、都市計画道路根上小松線の小
　松大橋架け替え工事に伴い、“川づくり”“道づくり”
　“まちづくり”を合言葉にまちづくり協議会を設置
　しています。“まちづくり”では、当地区周辺にお
　ける宅地の嵩上げ工事が実施され、一部建築工事も
　すすめられています。�
　　この事業により、工事区域内の住環境が一新され
　ることとなります。大川町固有の歴史や風土を継承し、
　小松市の北の玄関口にふさわしい街並み景観の創出
　に向け、地域住民を中心に行政、学識者等を交えた
　官民協働のまちづくりや、地域住民による住民主体
　の大川やわらぎ街道まちづくり協議会を組織し、ま
　ちづくりを行っています。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　②活動概要　�
　　大川町は、加賀藩３代藩主前田利常の小松城入城
　以降、北国街道の整備により南北３キロの町割りが
　形成され城下町として栄えました。また、奥の細道
　の旅程で松尾芭蕉も訪れた町でもあります。�
　　そこで、大川やわらぎ街道まちづくり協議会では、
　「～芭蕉ゆかりの地・やわらぎ街道のまちづくり～」
　をまちづくりの目標とし、北国街道の面影を残すまち、
　松尾芭蕉ゆかりの地としてその歴史に触れるまちづ
　くりをすすめています。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　③活動概要�
　　大川やわらぎ街道まちづくり協議会では�
　A) まちづくり計画の策定・まちづくり協定の締結�
　　小松の北の玄関口にふさわしい北国街道の面影を
　残し、活力あるまちなみを整備推進するため、高さ
　や壁面線について基準を定めた大川やわらぎ街道ま
　ちづくり協定を策定しています。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　B)子どもの俳句会の開催�
　　子供たちに地域を学びまちに愛着を持ってもらい、
　まちづくりに参画する楽しさや喜びを感じてもらう
　ため、平成18年度に俳句会を開催しました。�
�
�
�
�
�
�
�
�

　C)歴史勉強会の開催�
　　地域住民がまちの歴史を深く掘り下げ知ることで、
　まちの歴史や財産を継承し、まちへの愛着を深める
　ため歴史勉強会など各種の研修活動を積極的に行っ
　ています。�
�

協議会での検討の様子�

まちづくりの整備目標�

完成イメージ�

各旅館やお店の、のれん設置の様子�

協議会の様子�
子どもの俳句会の様子�

歴史勉強会の様子�

町民すべてがまちづくりに参加�

芭蕉ゆかりの地　北国街道の面影�

落ち着いた街�
暮らし�
やすい街�

北国街道の�
面影を残す街�

水と緑と文化の�
醸成�

（３）粟津温泉街区まちなみ協議会�
　①事業内容�
　　開湯1,300年を迎える北陸最古の歴史と良質な泉質
　を誇る小松市粟津温泉は、平成２年の約69万人をピ
　ークに観光入込み客数の減少、旅館の廃業等により、
　危機的状況にあります。このような中で、地域の有
　志により、「粟津湯の里塾」が平成15年に発足し、
　２年間にわたりまちづくりに関する協議がなされま
　した。その取り組みは、平成17年度より「粟津温泉
　をよくする会」へ継続され、活性化についての取り
　組みが続けられてきました。�
　　そして、平成18年度から小松市による、まちづく
　り交付金事業、平成19年度から石川県による、街路
　事業がそれぞれスタートし、魅力ある温泉街創出に
　向け、官民協働の取り組みがすすめられています。�
　　また平成19年10月には住民主体の「粟津温泉街区
　まちなみ協議会」が発足し個性ある温泉街に生まれ
　変るよう公共デザインのグレードアップ及び統一感
　のある街並み形成等の検討に取り組んでいます。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　②活動目標�
　　粟津湯の里塾では、「山かげの御殿湯　水と花と
　緑の湯の里～開湯1300年の歴史と里山構想に基づく
　魅力ある湯の里づくり～」を基本構想として、ハー
　ド施策、ソフト施策を検討しております。�
�
　③活動概要�
　　粟津温泉では以下の活動を行っています。�
　A) のれんの設置、新商品開発（湯の元）など�
　　個性的で統一感のあるまちなみ形成のため、お店、
　旅館、一般民家がそれぞれ工夫してのれんを設置し
　ています。�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　B)まちなみルールの検討�
　　粟津温泉らしいまちなみを形成するため、まちな
　みルールの検討を行っています。�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
　C) 新総湯の整備�
　　まちづくり交付金事業で、地元と市により平成20
　年の夏の完成を目指して新総湯の整備がすすめられ
　ています。�
�
�

新総湯の完成イメージ�

粟津温泉の建物の特徴�
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　　今後の方針�
 １． まちづくりの方針�
（１）「　いしかわまちづくり技術センター」への改組
　（財）いしかわまちづくりセンターは、平成20年
度より(社)石川県建設技術センターと統合し、あらた
に『（財）いしかわまちづくり技術センター』に生
まれ変わります。統合により以下のような新たな事
業展開を図っていきます。�
�
　①まちづくりの企画、立案から設計、積算、施工
　　管理及びフォローアップ�
　　・ハード・ソフトの両面から、一貫性のあるき
　　　め細かな対応をしていきます。�
　②市町へのきめ細かい支援体制の充実�
　　・一貫した事業展開によりセンターが市町の土
　　　木の総合窓口となり、支援体制の充実を図り
　　　ます。�
　③時代にあったまちづくり推進（景観、環境、歴史、
　　文化等）�

　　　　　　�
（２）まちづくり活動への支援体制�
　来年度以降も引き続き、市町やまちづくり団体へ
の支援をしていきます。あなたのまちのまちづくり
に是非ご活用ください。�
　①専門家派遣制度�
　　県内の市町やまちづくり団体が実施するまちづ
　くりに関する勉強会等に専門家を派遣します。�
　②シンポジウムの開催�
　　まちづくりの課題等をテーマにしたシンポジウ
　ムの開催及びシンポジウムを開催する団体への助
　成を行います。�
　③いしかわこどもの未来創造まちづくり事業�
　　皆さんの地域で開催する子供たちのためのまち
　づくり活動（まち学習）に対して、開催費用を助
　成します。�
�
�

いしかわ景観大賞にも選定された輪島市馬場崎通り� （いしかわこどもの未来創造まちづくり事業）�
平成19年度  中学生まちづくりワークショップ（七尾市）の様子�

　平成９年より10年間の長きにわたり（財）いしか

わまちづくりセンターは、多くの皆様のご協力をい

ただき活動してまいりました。ご支援、ご協力いた�

だいた皆様には心より御礼申し上げます。本当にあ

りがとうございました。�

　「まち」は時代の要請により変化を求められてい

ます。今後、歴史、文化、自然の資産を活かした個

性あるまちづくり、住民の満足感のあるまちづくり�

が、交流・観光人口の増加や地域間競争を生き抜く

礎となります。�

　平成20年度より新組織となり、さらに住民が魅力

と誇りを実感できる自律した持続可能なまちづくり

の実現に向け取り組んでまいりますので、今後とも

ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。�

�
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