＜専門家派遣制度＞
開催日

派遣先

R4年1月12日

ボランティアガイドののいち里まち倶楽部

R3年3月6日

ボランティアガイドののいち里まち倶楽部

R3年1月16日

ボランティアガイドののいち里まち倶楽部

R2年12月11日

ボランティアガイドののいち里まち倶楽部

R元年12月13日

七尾市袖ヶ江地区地域づくり協議会

H30年1月16日

あわづハロウィン実行委員会

H29年5月10日

鶴来まちづくり協議会

H29年2月13日

野々市市土地区画整理事業推進協議会

H29年1月21日

五間堂町歴史文化研究会

H28年7月21日

内灘町北部開発促進協議会

H26年9月19日

津幡いいとこ・やまほどあっろの会

H26年8月20日

木場町町内会

H26年3月14日

津幡いいとこ・やまほどあっろの会

H25年12月20日

七尾商工会議所商業まちづくり委員会

H25年11月24日

宇野気ふれあい通りまち育て協議会

H25年11月22日

七尾商工会議所商業まちづくり委員会

H25年10月23日

さんさんごうごう会

H25年8月24日

加賀地域における広域連携連絡会

H25年5月19日

五間堂町まちづくり委員会

H25年2月19日

野々市市土地区画整理事業推進協議会

H25年2月10日

大川やわらぎ街道まちづくり協議会

H24年12月26日

五間堂町町内会

H24年12月14日
H24年12月2日
H24年12月2日
H23年12月13日
H22年2月14日
H22年1月24日
H21年9月24日
H21年3月20日
H21年3月5日
H20年11月28日
H20年11月18日
H20年1月20日
H19年8月21日
H19年 2月20日

テーマ・講師名
令和3年度ののいち「里まち」ガイド養成講座（第2回）
NPO法人歴町センター大聖寺 瀬戸 達
令和2年度ののいち「里まち」ガイド養成講座（第6回）
日本椿協会野々市支部 事務局長 高見 重任
令和2年度ののいち「里まち」ガイド養成講座（第3回）
元野々市市文化課 課長 吉田 淳
令和2年度ののいち「里まち」ガイド養成講座（第1回）手取川扇状地の生活文化

加能民俗の会 会長 小林忠雄
・袖ヶ江地域活力再生事業 第5回講演会
株式会社アスリック 代表取締役 濱 博一
・あわづ温泉の今後の民間まちづくり活動について
株式会社ノエチカ 高山 健太郎
・鶴来語り部養成講座
ほっと石川観光マイスター 辻 貴弘
・御経塚まちづくり会の活動について
御経塚まちづくり会 委員長 大脇 豊
・みんなでつくる五間堂の郷土史
石川地域づくり協会 コーディネーター 水本 協子
・まちづくりを行うための地元活動について
御経塚まちづくり会 委員長 大脇 豊
・景観まちづくり活動inあったらもんの里
NPO法人歴町センター大聖寺 瀬戸 達
・若者定住促進につながる魅力あるまちづくり
まちづくり研究会 南 雅
・食文化と町づくり
まち＆むら研究所代表 谷本 亙
・七尾市街地西地区まちづくり（第二回）
(株)計画情報研究所 長江 憲暁
・宇野気ふれあい通り手作りリース教室（講習会）
石川県認定「ふるさと匠（伝承の匠）」 葛葉 タカ
・七尾市街地西地区まちづくり（第一回）
(株)計画情報研究所 長江 憲暁
・これからのまちづくりの考え方について
NPO法人 歴町センター大聖寺 瀬戸 達
・加賀地域における広域連携キックオフ講演会
金沢学院大学文学部歴史文化学科 教授 東四柳 史明
・「開発可能区域の土地利用」の可能性
まちづくり研究会 南 雅
・北陸新幹線開業による北陸・石川の観光はどう変わる
金城大学短期大学部 准教授 若月 博延
・北国街道・小松における松尾芭蕉の足跡
河南地方史研究会 後藤 長平
・住んでみたいまちづくり～笑顔で住み続けられるコミュニティづくり～

参加者
２４名
３０名
３０名
３０名
４１名
６名
１４名
３６名
３０名
１８名
５０名
１９名
６０名
２０名
１１名
１１名
１２名
１５０名
１７名
３６名
３０名

１２名
まちづくり研究会 南 雅
・寺町通り沿線をもっと良くするには
寺町通り沿線を良くする会
２６名
金沢美術工芸大学 教授 鍔 隆弘
宇野気ふれあい通り手作りリース教室（講習会）
宇野気ふれあい通りまち育て協議会
８名
いしかわ「ふるさとの匠」 葛葉 タカ
・持続可能なコミュニティの実現に向けた住まいづくり
まちづくり研究会
６名
NPO法人住宅生産性研究会 理事長 戸谷 英世
・人・歴史・自然が共生する地域づくり
中島地区まちの活力再生勉強会
１８名
(株）計画情報研究所 取締役 安江 雪菜
・こまつを中心とした北国街道の歴史
３３名
金沢大学教授 五味 武臣
大川やわらぎ街道まちづくり協議会
・大川遺跡の発掘調査について
２０名
石川県埋蔵文化財センター 澤辺 利明
・まちづくり勉強会
寺井駅周辺商店街活性化検討委員会 まちづくり勉強会
１５名
㈱御祓川 代表取締役社長 森山 奈美
・これからの金沢の都市と交通を考える。～K.CAT１０年の歩み～
金沢の都市と交通を考える会（K.CAT)
１１０名
日本政策投資銀行 沖 伊知郎
金沢大学留学生センター教授 八重澤 美知子
・まちづくりによる商店街活性化
寺井駅周辺商店街活性化検討委員会 まちづくり勉強会
１５名
㈱日本海コンサルタント 計画本部長 埒 正浩
・まちづくりの事例紹介と看板がまちづくりに果たす役割
穴水町まちなか再生協議会
１５名
元小松駅前大通りまちづくり協議会長 大西 勉
・旅館と商店街の協力体制の強化と役割分担
七尾市和倉温泉まちづくり推進室
１９名
山中商工会 副会長 櫻井 比呂之
・こまつの中の大川町
大川やわらぎ街道まちづくり協議会
４２名
加南地方史研究会 副会長 犬丸 博雄
・吹奏楽をとおして見たまちづくり
動橋地区まちづくり推進協議会
５５名
小松市立板津中学校 教頭 田中 哲臣
・景観形成の大切さと美しい景観を育てる手法について
石川県建築士会七尾鹿島支部
３０名
金沢美術工芸大学 助教授 鍔 隆弘

H18年12月12日
H18年11月25日
H18年11月22日
H18年10月24日
H18年2月13日
H16年2月13日
H15年9月7日
H14年 6月21日
H14年 5月19日
H13年11月13日
H13年 9月25日
H13年 8月28日
H13年 8月21日
H13年 8月19日
H13年 1月29日
H12年11月20日
H12年11月12日
H12年 9月24日
H12年 2月29日
H12年 2月16日
H12年 2月 4日
H12年 1月22日
H11年11月29日
H11年10月28日
H11年10月18日
H11年 8月 2日
H11年 3月26日
H11年 2月28日
H10年 8月23日
H10年 4月 8日
H10年 3月19日
H10年 3月17日
H10年 2月18日
H10年 2月16日

・地域の中での橋の役割
金沢大学非常勤講師 安達 實
・町づくりの住民の役割
一本杉町町会
作家・地域雑誌編集者 森 まゆみ
・これからのまちづくりのあり方
石川県連政務調査会
金沢工業大学 教授 谷 明彦
・定住・交流を促進するまちづくり
白山麓地域未来創造研究会
(有)水野雅男地域計画事務所 代表取締役 水野 雅男
・住民主体のまちづくり
野々市町土地区画整理事業推進協議会実務研修会
(有)水野雅男地域計画事務所 代表取締役 水野 雅男
野々市町土地区画整理事業推進協議会実務研修会 ボランティア活動研究所 須戸 哲
小松市都市計画課
文化財保存計画協会代表取締役 矢野 和之
・宇ノ気狩鹿野線沿道まちづくり事業推進検討部会会議
宇ノ気町都市建設課
（株）日本海コンサルタント 南 雅
・歩いて暮らせるまちづくり まちづくりシンポジウム
加賀市役所
金沢工業大学 教授 谷 明彦
根上町土木課
ボランティア活動研究所 所長 須戸 哲
美川町新町まちづくり協議会
（株）ヒューマンネット 代表取締役 川畑 明
・美川町新町まちづくり協議会講習会
美川町
（株）ヒューマンネット 代表取締役 川畑 明
・職員ワーキング事業勉強会「中心市街地のバリアフリー」
松任市
計画情報研究所 取締役 安江 雪菜
・「加賀舞子ふれあいロード」ワークショップ
根上町
ボランティア活動研究所所長 須戸 哲
・中心市街地の賑わいづくり
珠洲市
（株）計画情報研究所 代表取締役社長 北原 良彦
・地区の将来像と換地後の土地活用について
野々市町北西部土地区画整理組合
（財）日本不動産研究所大阪支所 副支所長 山本 忠
・住民主体による良質な街並み形成について
高松町高松北西部土地区画整理組合
金沢市若松・鈴見地区土地区画整理組合 理事 滝 憲三
・中心市街地のまちづくり
七尾市都市整備課
伊達計画文化研究所（株）代表取締役所長 伊達 美徳
・まちなみ空間の設計とコディネートに関する勉強会
七尾市・高松町
カラーコーディネーター 坂本 希和子
・区画整理後の税金対策及び土地の利活用
金沢市高柳町土地区画整理準備会
（財）日本不動産研究所コンサルタント 副部長 山本 忠
・申し出換地及び集約換地
津幡町北中条土地区画整理組合
（財）福岡土地区画整理協会関西事務所長 津山 雅夫
・環境の良い住みよいまちづくり
高松町高松北西部土地区画整理組合
（株）国土開発センター 計画レビューワー 中村 俊郎
・まちづくりとみちの役割
輪島市
（株）計画情報研究所代表取締役 北原 良彦
・区画整理後の税金対策及び土地の利活用
松任市北安田中央地区土地区画整理組合設立準備委員会
（財）日本不動産研究所コンサルタント 副部長 山本 忠
・換地業務に関する勉強会
野々市町・津幡町
（財）福岡土地区画整理協会 関西事務所長 津山 雅夫
・金沢大野町における歴史的資産の保全と活用
芦城校下町内会連合会
金沢みなと大野まちづくり２１ 副会長 直江 茂行
・中心市街地活性化のためのまちづくり
七尾市都市整備課
（株）ＲＩＡ開発企画本部長 村田 秀彦
・２１世紀のまちづくり戦略～持続的成長のための均衡～
市民懇話会「松任シティデザイン21」
（株）計画情報研究所 陣内 雄次
・地域特性を生かしたまちづくり
石川県建築士会七尾鹿島支部市
金沢工業大学教授 土屋 敦夫
・土地区画整理事業の目的と事業の流れについて
高松町高松北西部土地区画整理準備組合
（株）国土開発センター 舟田 亘
・都市ルネッサンス街路事業について
小松市中心賑わい協議会
（株）計画情報研究所 代表取締役 北原 良彦
・長野県小布施のまちづくりについて
珠洲市都市整備計画まちづくり協議会
（株）アラ・小布施ガイドセンター 取締役 木下 豊
・土地区画整理事業の進め方について
津幡町北中条地区土地区画整理準備組合
（株）国土開発センター 上級技師 東 秀雄
・再開発等で進めたまちづくりについて
小松市中心賑わい協議会
近江町市場商店街振興組合 事務長 岸 博之
動橋まちプラン推進委員会・加賀市立動橋小学校
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５０名
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３０名
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＜協議会等支援派遣制度＞
開催日
H25年8月4日
（全１回）
H25年4月～9月
（全６回）

派遣先
宇野気ふれあい通りまち育て協議会
さいがわイベント委員会

内容
ふれあい通りこどもギャラリー運営支援
(株)日本海コンサルタント
委員会運営支援
(株)計画情報研究所

参加者
５０名
延５２名

