
■街並み・まちづくりシンポジウム実績　１／２

回数 年度 開催地 テーマ 講演者 パネルディスカッション（討論者） 参加者

1 H10 金沢市 「地域住民が主体となった歴史的街並みの保存と活用」
西村　幸夫

（東京大学教授）

水野一郎（金沢工業大学教授）、西村幸夫、野島宏英（金沢市まちなみ対策課）、石原良泉（加賀市山の
手寺院群周辺地区まちづくり協議会事務局長）、倉田成子（小松市商店街婦人の会初代会長）、宮崎正
（㈱香島津常務取締役）

300名

2 H11 金沢市 「参加とまちづくり～未来への胎動～」
林　泰義

（㈱計画技術研究所所長）

北原良彦（㈱計画情報研究所代表取締役）、林泰義、野口秀行（日本政策投資銀行設備投資研究所主任
研究員）、庄司裕（TMO㈱まちづくり会津JV支援スタッフ）、小山桂市（輪島都市ルネ協議会事務局長）、
田尻純江（七尾市役所都市整備課課長補佐）

380名

3 H12 金沢市 「地方都市からの提言～魅力あるまちづくり～」
簑原　敬

（㈱簑原計画事務所所長）
川上光彦（金沢大学教授）、簑原敬、岸井隆幸（日本教授）、佐藤慈（早稲田大学教授）、山岸淑子（前竪
町商店街振興組合理事長）、中島浩（石川県土木部長） 460名

4 H13 金沢市 「地方都市の再生に向けて～まちづくりの決め手とは～」 －

<フォーラム>岸井隆幸（日本大学教授）、多田英夫（都市ルネッサンス・小松駅前大通り協議会長）、板谷
七海雄（輪島・都市ルネッサンス石川まちづくり協議会長）、金子達郎（ＬＡＳＣＯ片山津副理事長）、瀬戸
光臣（珠洲・都市ルネッサンスまちづくり推進委員会長）
<パネルディスカッション>岸井隆幸、近藤英明（内閣官房都市再生本部事務局参事官）、西郷真理子（コ
ミュニティー・デザイナー）、坂田守正（デザインコンサルタント代表）、長谷川章（東京工科大学・日本工学
院顧問）、福本俊明（石川県土木部長）

400名

5 加賀市 「今　考えよう　あったらもん」

①見附　裕史
（県立九谷焼美術館　副館長）

②島田　敏男
（文化庁文化財保護部

建造物課文化財調査官）
③矢野　和之

（㈱文化財保存計画協会代表）

佐々木政雄（㈱アトリエ７４代表）、石野一（尾張町商店街振興組合専務理事）、森山奈美（㈱計画情報研
究所研究員）、里谷光弘（輪島21世紀未来計画研究会代表幹事） 100名

6 珠洲市 「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」
望月　照彦

（多摩大学情報経営学部教授）
望月照彦、糀島清太（アーバンデザイン・米国在住）、泉谷信七（飯田町商店街協同組合理事長）、刀祢秀
一（ランプの宿代表）、鍛冶貴子（すずはぁぶ唐笠ふぁーむ代表） 100名

7 七尾市 「考えよう！パートナーシップのまちづくり」
世古　一穂

（㈱NPO情報・研修センター代表理事）
本田利助（七尾市産業部長心得兼商工課長）、平田嘉則（商工観光課課長補佐）、島田秀樹（商工観光課
主事）、野竹隆昭（しるべ蔵運営委員会事務局長）、森山奈美（しるべ蔵運営委員会事務局） 100名

8 金沢市 「今考える　協働のまちづくりにおける市民の役割」 ※総括座談会

板屋源平（金沢市都市計画課）、盛本誠一（小松市都市計画課）、谷口寛（輪島市都市整備課）、新工一
（珠洲市建設課）、北野長俊（加賀市都市整備課）、今井和秀（羽咋市総合整備室）、大西治夫（松任市都
市計画課）、田川豊（せせらぎ通り商店街振興組）、森山奈美（㈱御祓川）、多田英夫（都市ルネ・小松駅
前通りまちづくり協議会）、坂谷七海雄（輪島都市ルネ・石川まちづくり協議会）、泉谷信七（㈱夢のと）、瀬
戸達（NPO法人歴町センター大聖寺）、長眞人（千代尼通り商店街協議会）

18名

9 七尾市 「和倉が好き…一緒に考えよう和倉のまちづくり…」
松浦　英二

（㈱インターライフ代表取締役）

大井義嗣（金波荘今昔振舞代表取締役社長）、泉元晴（和倉温泉合資会社代表社員社長）、大根小夜子
（なまこや店長）、刀祢修（(有)和倉温泉寿し代表）、櫻井比呂之（山中温泉ゆげ街道整備協議会会長）、
星健一（㈱インターライフ企画設計部チーフディレクター）

80名

10 金沢市
湯涌まちづくりシンポジウム
「みんなが住みたいまちにしよう！」

梶本　晃司
（石川県観光連盟アドバイザー）

池田幸慶（金沢星陵大学教授）、出雲修（金沢市立芝原中学校長）、新井行雄（湯涌校下町会連合会
長）、安藤精考（湯涌温泉観光協会長）、宇野さやか（湯涌校下青年団長） 110名

11 輪島市 「ぐるっと輪島～みんなで進めよう！まちなか交流～」
小宮　和一

（㈱アーバンソフト代表取締役）

小宮和一、国田雅人（石川県道路建設課長）、平本雅人（(社)輪島青年会議所副理事長）、大崎四郎（鳳
至上町街づくり推進協議会会長）、稲木強（輪島市産業経済部商工業課商工係長）、水野雅男（(有)水野
雅男地域計画事務所所長）

70名

12 白山市 「ＣＨＩＹＯっとでかけようか～まちをみんなの遊び場に～」 －

坂本秀之（金沢美術工芸大学教授）、野田哲郎（金城大学短期大学部助教授）、谷内迪子（(財)いしかわ
子育て支援財団専務理事）、中西茂樹（(社)松任青年会議所副理事長）、田中満雄（駅前区画整理審議会
会長）、山田雪香里（NPO法人バリアフリー総合研究所）
<まちなか散策隊リーダー>吉田なみ（金城大学生）、日高亜美（金城大学短期大学部生）、結城健太郎
（金城大学短期大学部生）、米田順子（金城大学生）

90名

13 七尾市 「～共に考えよう！新七尾市のまちづくり～」
穂坂　　邦夫

（NPO法人地方自立政策研究所理事長）

<進行役>姥浦千重（能登カフェ店主）、谷内玲香（情報処しるべ蔵）、その他市民憲章素案発表グループ
（小学生グループ、中学生グループ、10・20代グループ、30・40代グループ、50・60代グループ、70代以上
グループ）

310名

14 白山市 「より一体感のある白山市であるために」
谷　外雄

（㈱日旅産業執行役員大阪支店長）

高峰博保（石川地域づくり協会コーディネーター）、村田義勝（白山市観光物産協会副会長）、安井和枝
（白山商工会議所女性会会長）、北田典（(社)白山青年会議所理事長）、織田毅（白山商工会青年部部
長）、川上由枝（NPO法人親子の広場あさがお事務局長）、辻貴弘（NPO法人加賀白山ようござった事務
局長）

60名

15 かほく市 「合併後のまちづくりを考えるシンポジウム」 －

第1部　渡辺保男（石川県地域づくり協会アドバイザイザー）、岩佐健一（かほく市町会区長連合会会長）、
小山良一（かほく市商工会会長）、坂野由和（元気だすまい会NUT会長）、高崎武義（かほく市瀬戸町農産
物加工生産組合長）、西尾淳（かほく市ボランティア観光ガイド会長）
第2部　渡辺保男、北川直紀（かほく市総務部企画情報課）、坂室武司（かほく市商工会IT推進委員会副
委員長）、新江克之（FMかほく設立代表人）、竹田公実、室石通子（かほく市商工会女性部副部長）

150名

16 加賀市 「自転車フェスタかが２００７～自転車を活かしたまちづくり～」
多賀　一雄

（(有)京都ｻｲｸﾘﾝｸﾞﾂｱｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ代表取締役）
多賀一雄、大中昌孝（NPO法人ラスコ片山津副理事長）、須谷正代（山中温泉女将の会ぼたん会）、長谷
川絢香（石川県立大聖寺高校生徒）、岡田基義（加賀市観光情報センター所長） 174名

17 能美市 「まちのまん中を考えるシンポジウム」
森　俊偉

（金沢工業大学教授）
森俊偉、佐田隆成（(株)根上印刷所代表取締役）、卯野修三（フットライフUNO）、堀光治（(有)ホリ写真館
代表取締役）、開道昌信（能美市観光物産協会専務理事） 150名

18 白山市 「白峰むらおこし談義」
谷　明彦

（金沢工業大学教授）
谷明彦、小田吉一（「雪だるまカフェ」代表）、山下浩雄（白山市地域振興課）、多田喜一郎（「春間の里」実
行委員会代表）、辻啓一（石川県都市計画課長） 70名

H18

H19

H14

H15
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H17



■街並み・まちづくりシンポジウム実績　２／２

回数 年度 開催地 テーマ 講演者 パネルディスカッション（討論者） 参加者

19 H20 七尾市 「能登半島まちづくりシンポジウムｉｎ和倉温泉」
須田　寛

（ＪＲ東海相談役・日本観光協会中部支部長）
塩安愛子（輪島市馬場崎商店会専務理事）、角田満寿子（能登町宇出津新町通り商店会おかみさん会会
長）、加藤真（穴水町街中活性化委員会代表）、多田朗（和倉温泉街にぎわい再生協議会実行委員長） 610名

20 H21 加賀市 「片山津温泉まちづくりシンポジウム」
谷口　吉生

（谷口建築設計研究所所長）
谷口吉生、宮城俊作（奈良女子大学教授）、大幸甚（加賀市長）、森本康敬（片山津温泉観光協会専務理
事）、山口美幸（総湯整備委員会） 200名

21 H22 加賀市 「第1回北信越町並みゼミ大聖寺大会」
西村　幸夫（東京大学教授）、苅谷勇雅（前文化庁文化

財部鑑査官）、永瀧達治（フランス文化評論家）
－ 150名

22 H23 珠洲市 「リボーン珠洲！まちづくりシンポジウム」
望月　照彦

（多摩大学大学院教授）
竹田妙子（飯田町商店街専務理事、飯田おかみさん会長）、刀祢秀一（珠洲商工会議所観光部会長）、岡
崎洋児（珠洲市芸術文化協会理事長）、山内公隆（県立飯田高等学校珠洲の実商店長） 80名

23 H24 野々市市 「市制１周年記念　野々市まちづくりシンポジウム」
土屋　敦夫

（金沢湯涌江戸村村長、元野々市町史編纂専門委員）

水野一郎（金沢工業大学副学長）、土屋敦夫（基調講演講師）、帆苅宏典（ボランティアガイドののいち里
まち倶楽部会長）、田中陽子（野々市市商工会女性部長）、横木尊（金沢工業大学工学部ロボティクス学
科）

200名

24 H25 輪島市 「地元の宝を活かしたまちづくり」
沢登　次彦

（株式会社リクルートライフスタイル事業創造部 部長、
じゃらんリサーチセンター センター長）

米田亮（計画情報研究所取締役）、沢登次彦（基調講演講師）、塩安眞一（輪島漆器商工業協同組合理事
長）、村井宏治（アユート店主）、金七聖子（能登丼事業協同組合広報リーダー）、篠川杏子（道の駅すずな
り店長）

172名

25 H26 小松市
「共創による２１世紀型まちづくり」
～まちの新しい形で地方の進化を～

樋口　秀
（長岡技術科学大学准教授）

馬場先恵子（金沢学院大学教授）、樋口秀（基調講演講師）、橋口真依（国土交通省北陸地方整備局建政
部都市・住宅整備課長）、河南恵美（税理士事務所代表）、和田眞司（小松市長） 144名

26 H27 能美市 「日々の暮らしから始めるまちづくり」
アサダワタル

（京都精華大学ポピュラーカルチャー学部非常勤講師）
濱博一（株式会社アスリック代表取締役）、アサダワタル（基調講演講師）、卯野修三（のみ商業協同組合
副理事長）、白肌邦夫（北陸先端科学技術大学院大学准教授）、奈良井伸子（ストーリーテラー） 188名

27 H28 白山市
　「白山市まちづくりシンポジウム
　　～昔尋ねりゃ鶴来た町と　鶴来や由緒ある所～」

小林　忠雄
（日本民族学会　評議員）

谷昭彦（金沢工業大学教授）、小林忠雄（基調講演講師）、松村邦寛（鶴来まちづくり協議会会長）、磯部
雄三（NPO法人加賀白山ようござった副理事長）、藤島信一郎（鶴来青年クラブ会長） 150名

28 羽咋市
　「まちづくりシンポジウムin羽咋　
　　みんなで考えるまちなか再生～道の駅でまちなか再生は可能か～」

畦地　履正
（株式会社　四万十ドラマ代表取締役）

濱博一（株式会社アスリック代表取締役）、畦地履正（基調講演講師）、河島佳江（菓子事業者：ベルン）、
中田昌宏（羽咋市青年会議所理事）、若城はる美（はくい市完工協会専務理事） 130名

29 小松市 　「まちづくりシンポジウムin那谷・粟津　那谷・粟津Dicover１３００年」
前田　紀貞

（建築家・前田紀貞アトリエ代表）
前田紀貞（基調講演講師）、小津誠一（有限会社E.N.N.代表）、木崎馨雄（那谷寺住職）、西出直美（メティ
サージュ共同オーナー）、荒谷雄己（滝ヶ原石採掘販売元　石材荒谷商店） 90名

30 H30 加賀市
　「まちづくりシンポジウムin山中温泉　
　若者が踊り、おかんとおとんが支えるまち～人口減少が進む地域を次世代とともに考える～」

横張　真
（東京大学大学院工学系研究科教授）

三島由樹 （株式会社フォルク代表取締役）、横張真（基調講演講師）、我戸正幸 （山中木製漆器協同組合
企画管理委員長）、吉本龍平（山中温泉旅館協同組合理事）、下木雄介（和酒BAR縁がわ店主）、佐藤愛
子（グラフィックデザイナー）、江美佳（写真家）、櫻井比呂之（山中商工会会長）、辻和成（山中温泉町内
会連合会会長）、田向公一（山中温泉旅館協同組合理事長）

132名

31 R元 輪島市 　「まちづくりシンポジウムin輪島～景観からみた地域の魅力～」
多田　喜一郎

（一般社団法人春蘭の里　代表理事）

大場𠮷美（石川県景観審議会長）、多田喜一郎（基調講演講師）、黒澤卓央（輪島市地域おこし協力隊）、
堂前助之新（白米千枚田愛耕会代表）、前野智美（輪島市まんなか商店街振興組合環境美化委員長）、
山本亮（株式会社百笑の暮らし代表取締役）

172名

32 R2 白山市 　「まちづくりシンポジウムin白峰～この地域に住み続けるためのまちづくり～」
谷　明彦

（金沢工業大学教授）

山口隆（白峰観光協会会長）、谷明彦（基調講演講師）、松原宏（東京大学地域未来社会連携研究機構
長）、ママードウァ・アイーダ（金沢大学国際機構准教授）、小田吉一（白峰伝統的建造物保存会会長）、織
田典子（元緑のふるさと協力隊）、山田浩太郎（シラミネ大学代表）

80名

33 R3 野々市市　「まちづくりシンポジウムin野々市～市民が活躍し続ける“まちづくり”と“賑わい創出”～」
山田　圭二郞

（金沢工業大学准教授）
桝谷泰裕（野々市市観光物産協会）、小松靖典（北国街道野々市の市実行委員会）、松尾博行（ふがく
堂）、大谷内真郷（１の１放送部）、河除真琴（TMKキッチンサロン） 88名

H29


