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第18回全国都市緑化いしかわフェア

国土交通省
石川県・金沢市・（財）都市緑化基金
主会場 金沢城址公園を中心とする兼六園周辺文化ゾーン
拠点協賛会場 七尾市・加賀市
平成13年9月8日（土）〜11月11日（日）65日間

人とみどりが織りなす文化のくにづくり
―いま、金沢城址から…―

１．「夢みどりいしかわ2001」の概要
平成13年９月８日（土）から11月11日（日）までの
65日間、金沢城址公園を中心とする兼六園周辺文化ゾ
ーンを主会場に「第18回全国都市緑化いしかわフェア
（愛称：夢みどりいしかわ2001）」が開催されます。

寄与することを目的として、昭和58年の大阪フェアを
皮切りに、全国持ち回りで開催されています。
「夢みどりいしかわ2001」は、「人とみどりが織り
なす文化のくにづくり

−いま、金沢城址から…−」

「全国都市緑化フェア」は、都市緑化意識の高揚、

をテーマに、みどりと人、まち、文化の関わりの視点

都市緑化に関する知識の普及等を図ることにより、国、

から、自然との共生を目指す新たな都市緑化を、多く

地方公共団体および民間の協力による都市緑化を全国

の人々との交流を深める中でともに考え、全国に発信

的に推進し、もって緑豊かな潤いのある都市づくりに

することを開催理念としています。
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２．会場

菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓といった歴史的建造物

主会場の中心となる金沢城址公園は、本県の歴史と

も復元され、往時の城郭の雰囲気が感じられます。周

文化の象徴ともいうべき場所です。古くは尾山御坊が

辺には兼六園をはじめ中央公園、本多の森などの緑地

建立され、真宗王国の中心的存在だったことに始まり、

や、県立美術館、成巽閣などの文化施設があり、これ

藩政期には加賀前田藩の居城として金沢城がおかれま

らを含んだゾーンが「夢みどりいしかわ2001」の主会

した。また、旧日本陸軍の拠点として第九師団司令部

場となります。

が駐屯し、第２次世界大戦後は、平成７年まで金沢大

また、拠点協賛会場として、七尾市、加賀市でもフ

学のキャンパスとして利用されてきました。その跡地

ェアが開催されます。その他、石川県全域における都

を、県が都市公園として整備を進め、都心部に約28ha

市緑化の普及啓発を図るため、県内39市町村に協賛会

の広さを持つ金沢城址公園が誕生しました。

場を設置します。

「金沢城址会場案内」
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⑨
⑧
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にわのゾーン

兼六園方面

石川門

３．みどころ紹介

中回廊」、県内小中学校がコンクール形式で花壇を作

金沢城址公園は、その特有の高低差と地割りに沿っ

成する「こども夢花壇」、フェアならではのお土産や

て、「もりのゾーン」、「にわのゾーン」、「くらし

オリジナルグッズなどを販売する「夢みどりショッ

のゾーン」の３つのゾーンに分けられます。

プ」、県内外の花緑関係企業、団体などが伝統や文化

「もりのゾーン」は、大切に保存されてきた自然豊

を取り入れた新しい庭や、21世紀の暮らしにマッチし

かな森のある区域で、石川門とならぶ国指定重要文化

た花壇を提案する「夢みどりガーデン」など多くのみ

財である三十間長屋もご覧いただけます。「森のシア

どころがあります。

ター」では、子供たちに人気のキャラクター「忍たま

さらに会場内には、全国から36自治体が出展する花

乱太郎」のアニメ上映と着ぐるみショーが行われます。

壇や、現代アーティストの自由な発想による斬新な野

また、「森の館」では子供向けの自然体験教室が開催

外アート作品８点を点在させ、彩りを添えます。

されます。
「にわのゾーン」では、約120年ぶりに史実に沿っ

４．会場までの交通手段について

て忠実に復元した菱櫓・五十間長屋・橋爪門続櫓とい

「夢みどりいしかわ2001」は、大規模なイベントと

った歴史的建造物をご覧いただけます。「もてなしの

しては初めて市街地で開催されます。従って、会場周

庭」は、土、石、水、花、木、緑をテーマに作られた

辺には、充分な駐車場が確保できません。また、交通

６つの帯状の花壇と加賀五彩の天幕で構成された広場

規制も実施されます。できるだけバスやタクシーなど

で、茶亭にてお茶や音楽を楽しんでいただけます。「庭

の公共交通機関や、郊外に設けた駐車場から無料シャ

文化園」では、藩政期からの庭文化と園芸植物を展示

トルバスをご利用ください。

するとともに、特別出展として宮内庁の盆栽が出品さ
れます。

また、期間中はイベントＦＭ局を開設し、リアルタ
イムな交通情報を提供します。

５．前売入場券について
金沢市内のバス利用券や、グアム旅行・県内温泉宿
泊券などが当たる抽選会への応募券、兼六園への無料
入園などの特典が付いた前売入場券を発売しています。
旅行代理店、プレイガイド、ＪＲ西日本みどりの窓口
などでお買い求めのうえ、秋には「夢みどりいしかわ
2001」へご来場ください
（公園緑地課）
金沢城址会場入場料金
右から菱櫓（三層）、五十間長屋（二層）、橋爪門続櫓（三層）

チケットの種類
普通入場券

「くらしのゾーン」には、「花の館」、「緑の館」

１日限り有効（当日に限り再入場できます）

大

人

小

人

高齢者

18歳以上65歳未満

小学生以上18歳未満

65歳以上

1,200円

500円

600円

当日1,500円

当日700円

当日800円

という２つのテーマ館があり、花や緑を暮らしに活か

全期間入場券（パスポート） 2,500円

1,000円

1,200円

期間中何度でも入場できます

前売・当日とも

前売・当日とも

前売・当日とも

す様々なアイデアが紹介されます。また、「夢みどり

一般団体入場券

1,300円

600円

700円

当日のみ

当日のみ

当日のみ

ステージ」では、県内41市町村の郷土芸能が日替わり
で上演されるほか、土・日曜日には有名アーティスト
のコンサートが楽しめます。キャンペーンスタッフ「グ
リーンアイズ」の楽しいライブも行われます。その他、

有料入場者15名以上の団体が同時入場する場合

学校団体入場券

300円

小・中・高等学校の学校行事で入場する場合

当日のみ

【お問い合わせ】

第18回全国都市緑化いしかわフェア実行委員会事務局
〒920‑0937

花いっぱいの斜面を空中散歩気分で楽しめる「花の空
E‑mail

金沢市丸の内１番１号（金沢城址公園内）TEL.076‑261‑0101
FAX.076‑261‑0505
midori@pref.ishikawa.jp
http://www.yumemidori.com/

３

金沢市におけるＴＭＯの設立

テナントミックス施設『Ｐｒｅｇｏ』

タウンマネージメント方式を導入し、県都金沢の中
心市街地及び商店街（商業集積）の魅力と活力を取り
戻そうと、平成10年10月に金沢市、金沢商工会議所及
び商業者等が一致協力して『
（株）金沢商業活性化センター』
を設立しました。
（株）金沢商業活性化センターでは、行政と商業者との
パイプ役を果たしながら、中心市街地及び商店街を１
つのショッピングモールと考えて、モール化やテナン
トミックス整備などの基盤整備とイベントをはじめと
するソフト事業などを戦略的に実施しながら魅力あふ
れる買い物空間を創造しています。

（株）金沢商業活性化センターでは、中心市街地内の遊
休地であった旧パルドゥ跡地の有効利用を図り、全国
に先駆けて快適で開放性の高いテナントミックス店舗「Ｐ
ｒｅｇｏ」を平成13年３月末にオープンさせました。「Ｐ
ｒｅｇｏ」とはイタリア語で「どうぞ」という意味で、
欧風にコーディネートされた建物やパティオ（広場）
を中心に、竪町、香林坊、片町、柿木畠、広坂の５つ
の商店街の回遊性の向上と、中心市街地の賑わいの創
出が期待されています。
（地域産業振興課）

Pregoの概要
地域地区等 商業地域
（600/80）
、
防火地域

片町・香林坊

近代都市空間創出区域
敷 地 面 積 1,696㎡
延床面積

926㎡

構 造・階 数 鉄筋造平屋建（一部２階建）、耐火建築物
入居テナント ６店舗
事 業 費 約４億円

片町側
通

路

通り抜けが可能な歩行者通
路は、明るく快適なショッピ
ングモールを形成しています。
欧風に統一された空間に、
個性と魅力あるテナントがさ
まざまな表情を演出します。

マーク by マーク ジェイコブス
ルージュ・ヴィフ ラクレ

パティオ（広場）
フィレンツェの職人による床
装飾がほどこされた楕円形のパ
ティオは、
プレーゴのシンボルです。
各種イベントの開催や出会い
のステージとして、プレーゴへ笑
顔と賑わいをはこびます。

モントレーゼ
直焼食彩 レジョンドール

カフェ アルコ

ぶどうの木

柿木畠側

４

柿木畠・広坂・竪町

小松駅前大通り商店街（通称れんが通り：都市計
画道路小松駅前線）は古くから小松駅前に位置し、
庶民の台所として、生活の基盤を形成し、また娯楽
の殿堂として親しまれてきました。しかし、その歴
史は決して安閑たるものではなく、昭和７年の橋南
大火のため、商店街は焼失し、壊滅的な被害を受け
ました。そして、その大火で残ったものは、レンガ
でした。今なお地中に埋もれていますが、そこに住
む人々の生活の礎（いしずえ）となっています。

本路線は平成10年度に都市ルネッサンス石川・都
心軸整備事業の新規路線として事業採択され、平成
12年度には国の事業認可を受けました。
平成13年度は、小松駅前大通りまちづくり協議会
の「まちなみ委員会」を中心として、まちなみ景観
ガイドラインを作成し、ガイドラインに合わせて『レ
ンガ』を基調としたモデル店舗の建設を予定してい
ます。
◆景観コンセプト

◆現況（駅側より望む）

●まちも人とともに年齢を重ねていくこと
●時間とともに風合いが増すこと

Aging―熟成―

Utility―実用性―
●デザインの自由度が高いこと
●耐火性に優れ、耐用年数が長いこと

Universality―普遍性―
●すべての人に…
●いつまでも…

また、並行して「土地再編委員会」により狭小残
地を再編し、営業継続可能な面積となるように土地
のやりくりを行っています。

現在の一方通行（片側駐車ますあり）W=10.5mを、相互通行
（両側停車帯）W=18.0mに改良するものです。

今後、引き続き「道路委員会」「賑わい活性化委
員会」を立ち上げ、まちづくりを推進していきます。
現在、用地補償については25％余り進んでおり、新
生 れんが通り に向けて邁進しております。
（小松駅鉄道高架事務所）

れんが通りのまちなみと街路の整備イメージ

５

まちなかに住みませんか？
―まちなか定住促進事業―
金沢市では、中心市街地での良質な住環境と住宅供給を促進するため、
平成13年３月「金沢市まちなかにおける定住の促進に関する条例」を制定しました。
条例の施行にともない、次のような支援制度が新設、拡充しました
■まちなか住宅建築奨励金制度
◇住宅資金を借り入れて新築する場合に助成します

奨励金額

限度額

般

借入金の１０．０％

２００万円

高耐震住宅

借入金の１２．５％

２５０万円

二世帯住宅

借入金の１５．０％

３００万円

一

〈対象〉自己の居住用住宅の新築、認定住宅の購入
床面積が５０㎡以上２４０㎡以下
金沢らしい景観に配慮（黒瓦屋根・外壁・和室の設置等）
■まちなか共同住宅建設費補助制度
◇２戸以上の分譲、賃貸、共同建替に助成します
・１戸当たり１００万円（定額）
・併設店舗等１㎡当たり１万円
・セットバック市道整備費
・景観整備費（２／３）
〈対象〉住戸面積５０㎡以上
駐車場、緑地の設置

地域に応じた建築高さ、景観に配慮
バリアフリー基準に適合

■まちなか住宅団地整備費補助制度
◇面積５００㎡以上の開発行為に補助します
・道路、公園等の整備費

（１／２）

・ごみ集積場等の整備費

（１／２）

・道路用地費相当額

（１／２）

〈対象〉まちなか住宅建築奨励金交付対象住宅（認定住宅）を
建売する開発行為に限ります
■まちなか住まい共同計画支援制度
◇お隣同士が共同で建て替えをする場合の計画を支援します
・計画アドバイザーの派遣
・実施設計費用の１／２

（限度額

１００万円）

■定期借地権活用支援制度
◇定期借地権を活用して住宅を建築する場合諸費用を援助します
・公正証書作成等費用の１／２

問い合わせ先

6

（限度額

金沢市建設部定住促進室

１戸建住宅２０万円

076（220）2353

共同住宅１００万円）
（金沢市）

まちづくりと総合学習
『まちづくり学習セミナーの開催』
金沢に事務局を置く市民グループ「身近な環境と子
どもたち」を考える会（事務局及び代表：金沢学院大
学・馬場先恵子先生）の主催で、まちづくり学習セミ
ナーが７月７日に開催されました。福井県からの参加
者も含め、30名程度が参加しました。そこでお話した
内容を要約して、以下にご紹介します。

〈今、求められる学校と地域の連携と協働〉
小中学校では来年度から、高校では2003年度より「総
合的な学習の時間」（以下、総合学習）が始まります。
学校教育そのものが大きく変わろうとしています。一
方、地域に目を向ければ、環境、少子高齢化など様々
な課題が山積しています。誰が責任をもち、これらの
地域の課題に取り組んでゆくのでしょうか？これまで
のように大人だけの問題とはせずに、これからの地域
社会を担う子どもたちも、参画していく必要があるの
ではないでしょうか。そのきっかけとなるのが総合学
習かもしれません。この時、 まちづくり というも
のに大きな可能性を見いだすことができます。なぜな
らば、 まちづくり を軸にして、学校と地域の連携
と協働、また、総合学習の多様な展開が可能となるか
らです。

〈まちづくり学習の展開へ向けて〉
●教育とまちづくり
イギリス（Uban Studies Centre）、アメリカ（建築と
子どもたちカリキュラム、街づくり教育プログラム）
などでは、建築やまちそのものを題材とする教育が、
1970年代から一部の地域で盛んに行われてきました。
子どもの頃から、まちや地域のあり方、建築や都市計
画との関係、住民参加の重要性などを学ぶということ
が行われています。つまり、自分たちが率先して考え、
動くことにより、まちをかえていくことができるとい
うことを、子どもの頃から学習し、経験しています。
そういうことを大人がきちんと認識し、そのチャンス
を子どもに用意してあげているのです。そのようなこ
とがわが国でも必要ではないでしょうか。
●まちづくり学習と総合学習
それでは、『まちづくり学習』とはどういうものな
のでしょうか？簡単に言ってしまえば、 まちづくり
というものを小中高校の正規のカリキュラムに取り込
み、そこにＮＰＯ（非営利民間組織）、地域住民や、
専門家、行政も協力して、みんなで学校をサポートし

ながら進めていこうという考えです。まさに、学校と
ＮＰＯ・地域・専門家等の連携と協働です。
『まちづくり学習』は、「まち」「地域」を対象と
します。ということは、まち、地域を調べるところか
ら始まります。その過程で、そこに住み、働く大人の
協力も必要になってきます。ここで、子どもと大人、
学校と地域の連携・協働が生まれます。
すでに述べましたように、子どもたちは小学校３年
から高校３年までの10年間、総合学習に取り組むこと
になります。この10年間の総合学習を基本に、『まち
づくり教育』を実践することができれば、まちづくり
の初歩からはじまって、高校卒業時には、「市民性」、
つまり、地域に責任を持ち役割を果たすことの意義を
認識でき、行動できる人が育つ可能性があるのではな
いでしょうか。

〈石川県への期待と可能性〉
ここ数年、『まちづくり学習』の取り組みが全国で
ひろまりつつあります。また、子どもがまちづくりに
参画する試みも、着実に実績を挙げつつあります。石
川県では、都市計画課、(財)いしかわまちづくりセン
ターにより、平成９年度から「まちづくり大好き人間
養成事業」が開始され、子どものまちづくりへの参画、
まちづくり学習の普及が進められてきました。この取
り組みがさらに発展していくために、地域の人々、学
校が『まちづくり学習』にさらに積極的に取り組むと
ともに、特に、地域の人々や市民グループには、学校
〜地域〜行政をつなぐ、コーディネーターとなってゆ
くことが期待されます。

【子どもとおとなの協働による公園づくり・
羽根木プレーパーク（東京都世田谷区）】

（宇都宮大学

陣内助教授）
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◇どんな専門家を派遣してくれるの？

平成９年度に作成した、大人から子どもまで、ま

みなさんの希望に基づき、学識経験者・コンサル

ちづくりについて楽しく学べる、まちづくり教科書（ま

タント先進地の指導者などを派遣します。

ちづくり読本）に、各市町（７市３町）のまちづく

◇どんなときに派遣してもらえるの？

り活動などのページを新たに追加し、先般それぞれ

市町村、自治会、住民団体が主催する講習会等で、

の市町に配布しております。どうぞご活用ください。

次の全ての条件を満たすものに派遣します。
（１）石川県内において開催されるもの
（２）石川県民を対象にされるもの
（３）政治、宗教及び営利を目的としないもの
（４）自治会、住民団体が主催するものは市町村長
の推薦を得たもの

◇費用はどうなるの？
センターで全額または一部を負担します。
年間回数

１回

２回、３回

負担金額

謝金、旅費の全額

謝金、旅費の半額

（上限金額）

（５万円）

（３万円）

※４回目以降は紹介のみとさせていただきます

（追加ページ）

専門家派遣（金沢市若松・鈴見地区土地区画整理組合 滝 憲三氏）

①派遣要請

市町村
自治会
住民団体等

まちづくり
センター

⑥結果報告

選定・決定
②専門家の

③業務依頼

⑦謝金等支払

④詳細日程調

整

⑤業務実施

専門家派遣のフロー

専門家

当センターのライブラリーコーナーにも、備え付
けてありますので閲覧しに来てください。

今回は、まちづくりに関してのいろいろな取り組みをご紹介しました。
今後とも各地域におけるまちづくり活動など、幅広く取り上げてい
きたいと思いますので、皆さんからの投稿をお待ちしています。

編集協力：石川県都市計画課
発 行：
（財）
いしかわまちづくりセンター
TEL 076‑223‑9448

FAX 076‑223‑0161

HP://www.pref.ishikawa.jp/machicen/index.htm

発行日：平成13年８月
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