


１. 本提言の背景について
「認定NPO法人 趣都金澤（以後、趣都金澤）」は、
活動 10周年を迎えたことを契機に、これまでのま
ちづくり活動の実践を振り返りながら、その意味を
議論するトークリレーを 2017年～2018年にかけ
て全 7回実施しました。

＜連続トークリレー＞
第 1回  2017 年 6月 10日（土）
「NPOによるまちづくり」
第 2回 2017 年 6月 24日（土）
「産学連携によるまちづくり」
第 3回 2017 年 7月 15日（土）
「アートとまちづくり」 
第 4回 2017 年 8月 12日（土）
「コミュニティとまちづくり」
第 5回 2017 年 9月 30日（土）
「地域連携まちづくり」
第 6回 2017 年 12月 23日（土）
「文化と経済」  
第 7回 2018 年 1月 28日（日）
「まちづくりの多様性」
＜提言補強のための議論＞
2018年 3月 10日（土）
金沢まち・ひとサロン 第 8回 　
「2030年の金沢 -北陸の可能性」
2019年 3月 4日
金沢まち・ひとサロン 第 10回　
「2030年の金沢を考える」
＜提言案の発表＞
2018年 4月 28日（土）
趣都フォーラム 2018　
「２０３０年に実現したいまちづくり：金沢」

このトークリレーで交わされた議論をもとに、「趣都
金澤」は10年の活動の集大成として、「世界趣都 金沢
2030 実現への12のメソッド」をまとめました。これは、
市民・自治体・事業者に、提言を通して多主体が協働し
て創り上げていく、まちのあり方を提案するものです。

２. 世界趣都 2030 年に
　  創造したい金沢のすがた
金沢が目指すべき都市像とは、どのようなものでしょ
うか。「世界趣都」として、人口や経済活動は決して
大きくなくとも、日本、さらにアジアの中で、新し
い社会モデルの構築に先行し、実験的だが安定した、
バランスのとれた豊かさにあふれるまちであり、世
界の都市像をリードし、尊敬されるまちであるべき
です。

＜金沢が目指すべき都市像＞
■グローバルな拠点性がある
歴史的な文化領域で国際的に評価されると同時に、
創造的な試みを取り入れる力を持ち、直接世界とつ
ながっていくまち。
■くらしの質が守られている
このまち独特の文化が地形や自然環境、都市内自然に
支えられてきたことを理解し、風土と地域社会によっ
て支えられた「金沢らしさ」が意識されているまち。
■多様なプレイヤーが流入し、活躍する
多様なプレイヤーが自由に提案し、社会実験を繰り
返すことで、公共を担う複数の民間の担い手がまち
づくりに取り組んでいるまち。文化的な暮らしを愛
する人が集まり、創造的な遊びを楽しむことができ
る、実験的なまち。行政内の部局や行政区域の境界、
官民を超えた連携事業が活発なまち。文化的活動を
通して国内外問わず関係人口が生まれ、定住人口と
共に地域活動を支えるまち。
■地域や年代を超えたつながりがある
地域の固有性を活かしながら、他都市と多様な連携
事業を展開し、面的につながり、広域の文化エリア
を形成しているまち。多様な人々を包摂するための
デザインが美しく施され、各世代がいきいきと暮ら
しているまち。

認定NPO法人 趣都金澤

世界趣都 金沢 2030
実現への12のメソッド
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３. 世界趣都 金沢 2030
　  実現への12のメソッド
こうした 2030年の金沢のすがたを実現するため、
「趣都金澤」は、「世界趣都 金沢 2030 実現への 12
のメソッド」として、大きく５つのテーマに分類し、
12の提案を示します。

文化の質を高める
機会を増やす
金沢は「文化経済都市」として、経済的に持続可能で、
かつ金沢としての質を担保した文化的なまちづくり
を進めています。
これまでも金沢は、伝統に基づく工芸や建築、食と
いった日常生活と関わりの深い文化とともに、「金沢
21世紀美術館」のような日本有数の来場者を誇る
美術館、日本で最初のプロフェッショナル常設室内
管弦楽団として誕生した「オーケストラ・アンサン
ブル金沢」など、世界レベルの芸術文化もある、薫
り高い文化都市として内外に評価されてきました。

金沢における文化の質の高さは、使い手である市民
の暮らしに息づく伝統や文化の価値と、世界を舞台
に発信される文化の育成との両輪で成り立っていま
す。こうした質の高さを持続するには、裾野を広げ
つつ、文化の質を形成する金沢の歴史、伝統と革新、
創造に基づく「金沢らしさ」を繰り返し確認するこ
とと、文化の質に関する厳しい内外の目を養ってい
く必要があります。

①金沢の意味を更新する
  「学びの場」をつくる
あらゆる世代の市民に、広く金沢の文化が浸透して
いくように、まずは文化とその背景を理解するため
の「学びの場」をつくることが必要です。それは、
リベラルアーツ（横断的に学ぶ教養教育 ※P3注記

参照）を学ぶ場にもなるでしょう。
現代では、文化が国際的な競争力の源泉になりつつ
あります。芸術文化の世界的な水準と、それを支え
る背景を知ることで、文化の質を高め、理解を深め
ていく意識や土壌を培うことも重要です。また、観
光化が進み、商品化しやすい文化に流れる傾向が見
られますが、それは「金沢らしい」文化を壊してい
く恐れもあることを認識しなくてはなりません。経
済的な利益になりにくいものも含めて、金沢の文化
の本質を市民が共有し、それを守る努力を続けてい
かなければなりません。
そして、異質な文化の出会いの中から新しい発想が
生まれてくることにも着目したい。狭い領域での文
化の伝承に留まらず、異なる分野の文化や知識、歴
史やルーツ、最先端の科学情報などを広く知ること
により、新しい時代に適応し、伝統文化を革新して
いくことが可能です。
例えば、金沢の文化は文化政策の歴史だけでなく、地
形や周辺の自然環境などにも支えられてきました。歴
史や自然科学など、多分野からの視点を学ぶことで、
市民の芸術文化への関心を高め、理解を深めることが
でき、持続可能な文化へとつながっていきます。
これからの文化には、国際性と地域性の両面が必要で
す。時代によって変化する多様な文化を常に更新して
いく機会が必要であり、新しい文化にただ流されるの
ではなく、それを独自に解釈・咀嚼するために、自分
たち自身の起源や原点を知ることも重要です。
すなわち、文化や知識を活かしたり見極めるための哲
学を学ぶことが必要であり、それは学校のような特定
の場で学ぶ知識だけでなく、さまざまな人が、いろい
ろな場所に、自発的に集い、文化の学びの場を創発し
ていくような土壌をつくるべきなのです。

＜これまでの主催・共催事業＞
「趣都金澤」では、次のような取り組みを行ってきま
した。コンテンツの意味や「金沢の美意識スケール」
を言葉にして共有・理解した上で質を高めていくこと
も、「学びの場」の役割であると考えます。
■金沢みらい工芸部
若手の工芸作家が指導し、市民に工芸の素材や技法に
触れ、工芸作家の活動や思いを体感してもらいながら、
未来の工芸を支える「使い手」となる道を拓くプログ
ラムを毎年開催。
■金沢みらい茶会
「トラディショナル」と「コンテンポラリー」という
２つのテーマで茶席を開催し、思い思いの解釈でテー
マが繰り広げられる。「茶の湯」文化が根付く金沢な
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2004年にオープンした「金沢 21世紀美術館」。国内外から多くの
人が訪れる日本屈指の来場者を誇る。



らではの、誰でも参加できる茶の湯イベントとして
毎年秋に開催。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
これらの活動を発展させ、さらに文化とその背景を
学ぶ場づくりとして、以下のような取り組みが考え
られます。
■加賀前田藩塾
金沢の文化の基盤を築いた前田家の政策を学ぶ。
■リベラルアーツ（教養教育）塾
分野横断的に思考を養う教養を学ぶことで、グロー
バルな視点から、金沢の価値を再考する。
※リベラルアーツ：古代ギリシャに起源を持ち、自由７科（文法、
修辞、論理、算術、幾何、天文、音楽）を基本とする「人を自由に
する学問」を意味する。（参照元：コトバンク）

■金沢版デザインスクール
広義の「デザイン」とは課題解決のための設計やシ
ステムづくりである。デザインスクールとは地域文
化を読み込み、狭義としてのデザインだけでなく、
広義のデザイン力を起業家や市民が高めるための場
であり、ものづくりの文化も含めた、金沢らしさの
より現実的な担い手を形成する場となりうる。
※デザインスクール：「デザイン思考」を学ぶ場として、スタンフォー
ド大学にデザインスクールが開設された。

■関係づくりのローカル・スクール
国連大学 IAS-OUIK では庭園清掃をワークショップ
として学生や観光客に体験してもらうことで、庭園
の価値や文化を体感してもらう活動をしている。こ
のように、お互いにとってwin-win な状況をつくり
ながら学び合うローカル・スクールの存在は、より
深い学びを提供するだけでなく、人的関係の形成に
もつながる。「あの人がいるから」金沢に行こう、帰
ろう、と思える関係づくりをする場ともなりえる。

②「金澤尺度」を醸成する
加賀藩・前田家が京都や江戸から工芸職人や工人を
招聘し、文化が興隆したように、金沢には外部から
の技術を受け入れてきた経緯があります。また、「金
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沢美術工芸大学」の存在は、市民にとって金沢独自
の微術・アートに対する寛容性を育んできました。
こうした金沢らしい寛容性を再認識した上で、芸術
文化の自立性を尊重し、これを担保した上で質の高
いものを育てていく「金澤尺度」を醸成することが
必要です。
例えば、近年アートによるまちづくりが、様々な地
方都市で行われています。もちろん、まちの活性化
につながる事例もありますが、まちづくりのために
アートを活用するという考えが一般的で、そこで設
置されるアートの質が問われるようなケースも存在
しています。
しっかりとした「金澤尺度」を形成するためには、「ま
ちづくりのためのアート」ではなく、まちを活用し
てアートを育てる「まちを媒体としたアートリテラ
シーの育成」という、逆転した視点が求められます。
この発想の転換こそが、金沢にしかないアートとま
ちの関係を創り上げるカギとなります。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
「金澤尺度」を醸成させる試みとして、次のようなこ
とが考えられます。
■アーツカウンシルの設置
アーツカウンシルとは、高い専門性を持つスタッフ
が、芸術文化の振興を目的に各種芸術文化事業への
助成を中心とした支援を行う独立機関のこと。文化
事業の判断が独立して可能な主体を持つことで、「金
澤尺度」としての文化の質という側面から芸術文化
事業に対する判断が可能になる。
■アーツカウンシルとDMOとの連携・一体化
アーツカウンシルが持続的な活動をしていくために
は、芸術文化政策を中核としつつも、観光政策、福
祉政策、教育政策、産業政策等といったさまざまな
政策分野と連動して、地域の課題を解決していくこ
とが必要となる。これらの政策分野のうち、特に「観
光政策」との連携が重要であると考えられる。そこで、
アーツカウンシルとDMO（Destination 
Management Organization: 観光のための横断的組
織）が連携・一体化し、より自立した組織として金沢の
課題解決を担っていく主体となることが考えられる。
■文化団体の設立と職域認知の向上
北陸・石川・金沢の文化力の向上や発信に寄与する
団体や、文化団体の職能や職域の認知向上が必要で
ある（例：公益財団法人関西・大阪 21世紀協会など）。
NPO法人は、汗をかくボランティア団体であり、そ
の事業は個人の好みや趣向で勝手に行っているもの
であるという誤った認識を変えることも必要である。
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１. 本提言の背景について
「認定NPO法人 趣都金澤（以後、趣都金澤）」は、
活動 10周年を迎えたことを契機に、これまでのま
ちづくり活動の実践を振り返りながら、その意味を
議論するトークリレーを 2017年～2018年にかけ
て全 7回実施しました。

＜連続トークリレー＞
第 1回  2017 年 6月 10日（土）
「NPOによるまちづくり」
第 2回 2017 年 6月 24日（土）
「産学連携によるまちづくり」
第 3回 2017 年 7月 15日（土）
「アートとまちづくり」 
第 4回 2017 年 8月 12日（土）
「コミュニティとまちづくり」
第 5回 2017 年 9月 30日（土）
「地域連携まちづくり」
第 6回 2017 年 12月 23日（土）
「文化と経済」  
第 7回 2018 年 1月 28日（日）
「まちづくりの多様性」
＜提言補強のための議論＞
2018年 3月 10日（土）
金沢まち・ひとサロン 第 8回 　
「2030年の金沢 -北陸の可能性」
2019年 3月 4日
金沢まち・ひとサロン 第 10回　
「2030年の金沢を考える」
＜提言案の発表＞
2018年 4月 28日（土）
趣都フォーラム 2018　
「２０３０年に実現したいまちづくり：金沢」

このトークリレーで交わされた議論をもとに、「趣都
金澤」は10年の活動の集大成として、「世界趣都 金沢
2030 実現への12のメソッド」をまとめました。これは、
市民・自治体・事業者に、提言を通して多主体が協働し
て創り上げていく、まちのあり方を提案するものです。

２. 世界趣都 2030 年に
　  創造したい金沢のすがた
金沢が目指すべき都市像とは、どのようなものでしょ
うか。「世界趣都」として、人口や経済活動は決して
大きくなくとも、日本、さらにアジアの中で、新し
い社会モデルの構築に先行し、実験的だが安定した、
バランスのとれた豊かさにあふれるまちであり、世
界の都市像をリードし、尊敬されるまちであるべき
です。

＜金沢が目指すべき都市像＞
■グローバルな拠点性がある
歴史的な文化領域で国際的に評価されると同時に、
創造的な試みを取り入れる力を持ち、直接世界とつ
ながっていくまち。
■くらしの質が守られている
このまち独特の文化が地形や自然環境、都市内自然に
支えられてきたことを理解し、風土と地域社会によっ
て支えられた「金沢らしさ」が意識されているまち。
■多様なプレイヤーが流入し、活躍する
多様なプレイヤーが自由に提案し、社会実験を繰り
返すことで、公共を担う複数の民間の担い手がまち
づくりに取り組んでいるまち。文化的な暮らしを愛
する人が集まり、創造的な遊びを楽しむことができ
る、実験的なまち。行政内の部局や行政区域の境界、
官民を超えた連携事業が活発なまち。文化的活動を
通して国内外問わず関係人口が生まれ、定住人口と
共に地域活動を支えるまち。
■地域や年代を超えたつながりがある
地域の固有性を活かしながら、他都市と多様な連携
事業を展開し、面的につながり、広域の文化エリア
を形成しているまち。多様な人々を包摂するための
デザインが美しく施され、各世代がいきいきと暮ら
しているまち。

文化事業は自治体のものという認識も変化させ、NPO
法人にも国の文化予算が直接つくようになることで、
「金澤尺度」を強化することが可能になるだろう。こ
うした自治体から独立した団体が存在することで、
自治体の枠組みを超えて、高岡や能登、加賀など、
文化や歴史に共通項がある、かつての加賀藩所縁の
地域が協働して文化事業を行うことにつながりうる。

③文化の循環のための
　「経済的仕組み」をつくる
文化が消費されることで経済的な循環が生まれますが、
一方で過度な消費によって文化が消耗していく恐れ
もあります。
ここでいう「文化」とは、「芸術文化」だけでなく、「生
活文化」も意味します。こうしたものが持続可能であ
るために、文化の「担い手」として、文化を楽しむ人々
と作品をつくる人の両者、および生活文化を支える人々
の間で循環が生まれることが必要となります。
作品のつくり手の暮らしを持続的に支えるには、作
品が売れることも必要ですが、作品が質の高い場で
評価される機会を提供することも必要です。それは、
日々の生活の中で文化を高めていくことにもつなが
り、こうした「文化の循環」の仕組みをつくってい
くことが大切です。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
具体的な「文化の循環」のための仕組みとして、次
のようなことが考えられます。
■文化ファンドの構築
宿泊税を資金源にして「文化ファンド」をつくるなど、
観光によって生み出された利益を文化の担い手に再
投資する仕組み。文化ファンドによって、つくり手と、
ギャラリーへの資金支援を行う。
■交流と発表のための文化サロン
発表の場の提供も兼ねた「文化サロン」を形成する
ことで、スポンサーシップや投資を促す仕組み。
■シェアによる支援
複数人で作品を購入し、所有権と利用権を分離して
考え、作品を共用する仕組み。

「文化経済都市」として
世界とつながる
「文化経済都市」とは、「文化」と「経済」という一
見相容れないように見える２つの概念をつなげ、文
化が経済を牽引し、経済が文化を支えるという循環
を後押しする都市のことです。
「趣都金澤」はNPO法人設立当初から、「今後の金
沢には、文化経済都市としての基盤の上で民間の活
力を活かした事業を展開し、更なる地域の発展を牽
引する非営利法人が必要とされている」と考え、「文
化」と「経済」を一連のものとして位置づけ、金沢
は持続可能な文化と都市経済が共存するまちを目指
すべきであると示してきました。
現代の文化経済都市のあり方とは、何でしょうか。そ
れは、文化を過度な消費対象や経済活性化の手段の１
つとするのではなく、都市経済の基盤として文化が存
在し、文化の持続性に経済活動が寄与する状態です。
そのためには、現代における文化経済都市を標榜し、
直接海外とつながる「ハブ」としての機能を意識した
戦略をもつことが不可欠となります。金沢の国際市場
での強みを明確にした上で資源を活用し、持続可能な
文化と経済のより良い循環を形成していくべきです。

④文化資源を
　「国際的につなぐ仕組み」をつくる
地方都市の国際戦略として、東京に対する周辺部と
いう国内「地方」のポジションではなく、直接世界
とつながる、小さくとも何らかの分野の国際的な中
心地、拠点性を目指す方法があります。
ただし、大都市で行うような規模は難しいので、地
方都市らしいニッチ分野を開拓する必要があり、金
沢ではまずは「工芸」領域の世界的中心地を目指す
ことが考えられます。そのためには、従来の伝統的
な工芸品のままでは市場は限られるので、工芸を現
代的なアートの一領域として価値づけしていかなけ
ればならないと考えます。工芸は「ものづくり」だ
けでなく、「文化的な演出力の素材」であると捉える
必要があります。
そういった中では、金沢が世界の中で存在感のある
工芸都市となるように、2020年の「国立近代美術
館 工芸館」の金沢移転を契機に、世界で工芸都市と
しての個性を演出する必要があります。
優れた作品の所蔵を通して、金沢の工芸を世界に示
すだけでなく、金沢特有の優れた工芸作品が集まる
場所＝個性的なマーケットとなることを目指すべき
です。そのためには、金沢独自の工芸に対する評価

4



１. 本提言の背景について
「認定NPO法人 趣都金澤（以後、趣都金澤）」は、
活動 10周年を迎えたことを契機に、これまでのま
ちづくり活動の実践を振り返りながら、その意味を
議論するトークリレーを 2017年～2018年にかけ
て全 7回実施しました。

＜連続トークリレー＞
第 1回  2017 年 6月 10日（土）
「NPOによるまちづくり」
第 2回 2017 年 6月 24日（土）
「産学連携によるまちづくり」
第 3回 2017 年 7月 15日（土）
「アートとまちづくり」 
第 4回 2017 年 8月 12日（土）
「コミュニティとまちづくり」
第 5回 2017 年 9月 30日（土）
「地域連携まちづくり」
第 6回 2017 年 12月 23日（土）
「文化と経済」  
第 7回 2018 年 1月 28日（日）
「まちづくりの多様性」
＜提言補強のための議論＞
2018年 3月 10日（土）
金沢まち・ひとサロン 第 8回 　
「2030年の金沢 -北陸の可能性」
2019年 3月 4日
金沢まち・ひとサロン 第 10回　
「2030年の金沢を考える」
＜提言案の発表＞
2018年 4月 28日（土）
趣都フォーラム 2018　
「２０３０年に実現したいまちづくり：金沢」

このトークリレーで交わされた議論をもとに、「趣都
金澤」は10年の活動の集大成として、「世界趣都 金沢
2030 実現への12のメソッド」をまとめました。これは、
市民・自治体・事業者に、提言を通して多主体が協働し
て創り上げていく、まちのあり方を提案するものです。

２. 世界趣都 2030 年に
　  創造したい金沢のすがた
金沢が目指すべき都市像とは、どのようなものでしょ
うか。「世界趣都」として、人口や経済活動は決して
大きくなくとも、日本、さらにアジアの中で、新し
い社会モデルの構築に先行し、実験的だが安定した、
バランスのとれた豊かさにあふれるまちであり、世
界の都市像をリードし、尊敬されるまちであるべき
です。

＜金沢が目指すべき都市像＞
■グローバルな拠点性がある
歴史的な文化領域で国際的に評価されると同時に、
創造的な試みを取り入れる力を持ち、直接世界とつ
ながっていくまち。
■くらしの質が守られている
このまち独特の文化が地形や自然環境、都市内自然に
支えられてきたことを理解し、風土と地域社会によっ
て支えられた「金沢らしさ」が意識されているまち。
■多様なプレイヤーが流入し、活躍する
多様なプレイヤーが自由に提案し、社会実験を繰り
返すことで、公共を担う複数の民間の担い手がまち
づくりに取り組んでいるまち。文化的な暮らしを愛
する人が集まり、創造的な遊びを楽しむことができ
る、実験的なまち。行政内の部局や行政区域の境界、
官民を超えた連携事業が活発なまち。文化的活動を
通して国内外問わず関係人口が生まれ、定住人口と
共に地域活動を支えるまち。
■地域や年代を超えたつながりがある
地域の固有性を活かしながら、他都市と多様な連携
事業を展開し、面的につながり、広域の文化エリア
を形成しているまち。多様な人々を包摂するための
デザインが美しく施され、各世代がいきいきと暮ら
しているまち。

軸を培い、発信していくことが求められます。
また、世界に通用する個性的なマーケットを創出す
ることが、創造都市としての機能強化につながりま
す。そのためには作品をつくるまでで終了するので
はなく、文化の経済活動の循環を完結させる仕組み
を金沢が持つことが必要です。
そこで、芸術的価値の創造とアートの市場価値の創
造は、車の両輪であることを意識した上で「KOGEI 
Art Fair Kanazawa」を継続させ、年を重ねること
で工芸シーンのマーケットと情報交換が可能な個性
的なプレイヤーを育てることができます。さらに、
作家・ギャラリー・キュレーター・批評家・大学・
美術館・コレクターなどの多様な主体の立体的な協
働で価値を高め、個性的なKOGEI市場・アートマーケッ
トを形成していくべきです。世界につながるKOGEIの
定義づけ、権威づけを行い、工芸の登竜門としてのブ
ランド化を進めていくことで、KOGEIで人とモノ、情
報が通過する個性的なマーケット形成を目指します。
それは、販路の拡大と世界的な立ち位置を明確にす
ることにつながります。さらに、若い優秀な作家達
が金沢に定着する強い動機づけとなり、産地・産業・
工芸の活性化など、文化経済におけるさまざまな波
及効果も期待できます。

＜これまでの主催・共催事業＞
これまで実施してきたことを継続、発展させること
で、世界に通用するマーケットの機能強化を進めて
いく必要があると考えます。
■KOGEI Art Fair Kanazawa
「KOGEI Art Fair Kanazawa」は工芸の価値形成や
市場形成を目的に開催するホテル型アートフェアで
あり、国内唯一の工芸に特化した展示見本市として、
2017年に初開催した。新進気鋭の若手の作品から
世界で活躍する作家の作品まで、国内外のギャラリー
が一堂に会し、芸術性、創造性の高い唯一無二の
KOGEI 作品が工芸都市・金沢に集まる。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
文化資源を国際的につなげる具体的な仕組みとして、
次のように考えられます。
■世界規模の工芸見本市
ミラノサローネ（家具の世界最大の見本市）やバー
ゼルアートフェア（アートの世界最大の見本市）、フ
ランクフルトブックフェア（本の世界最大の見本市）
のような、制作・生産の場だけではなく、流通の場
としても世界規模の工芸の見本市の開催。
■工芸の研究所と修復工房
工芸の知の拠点となる機能を持つ工芸理論・工芸史
の研究所、修復工房などをつくる。
■開放形の文化拠点の形成
地域のアトリエと連携し、「見える」所蔵を取り入れ
るなど、開かれた文化拠点を形成する。
■フューチャー・コレクターの教育
工芸を経済価値としての投資対象として見るだけで
なく、「暮らしの中の宝物」としての文化的存在とし
て見る人々＝フューチャー・コレクターの育成を進
めていくことで、持続可能性を高める。
■KOGEI Art Fair Kanazawa の発展形
ローカルから国際市場へつなげる仕組みをつくるた
め、「KOGEI Art Fair Kanazawa」の発展形として、
金沢特有の個性を持ったマーケットの形成を目指す。
■世界工芸シンポジウム
工芸をテーマとした世界規模のシンポジウムを開催する。

⑤異分野コラボレーションを促進する
異質なものが組み合わさることは、創造性の源泉で
す。コラボレーションのコーディネート人材を育成
し、意外な組み合わせを促進することで、創造的な
試みを生み出すことができます。異文化／異分野の
「人」単位でのつながりは、創造的な試みを生み出し
てくれます。
例えば、「趣膳食彩」のような、食・音楽・工芸のコ
ラボーション、「工芸建築」展のような工芸作家と建
築家のコラボレーションをはじめ、他にも幅広く分
野を超えたコラボレーションを企画していくべきで
す。金沢では、「金沢 21世紀美術館」を中心とした、
さまざまな展示企画や人的つながりから、現代のリ
ズムと呼応した文化が生み出されつつあります。そ
うした現代の文化まちづくりの価値転換を議論し、
共有する場を通して伝統と創造を持続的に考えてい
くことが重要です。
そのためには、金沢における人材の可視化を行い、
その上で、お互いが利益を得られる循環をつくるこ
とで、異文化／異分野の人をつなげ、「コモンズ（入

国内外のギャラリーがホテルの客室を展示会場にして３日間かけて開催。
バイヤー、ギャラリストから一般の工芸ファンまで多くの人が訪れた。
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地域の固有性を活かしながら、他都市と多様な連携
事業を展開し、面的につながり、広域の文化エリア
を形成しているまち。多様な人々を包摂するための
デザインが美しく施され、各世代がいきいきと暮ら
しているまち。

会地）」として互いに学び、助け合う場所をつくるこ
とが創造的なまちづくりにとって必要です。外から
来る人も受け入れて実験を許容する寛容性を培い、
肩肘張らず、まず遊び心を持って実験的試みを行っ
ていくことで、創造的なことが生まれます。
「やりたいこと」を実現していくためのプラットフォー
ムがあれば、金沢は創造のための実験場になること
ができます。外部から来た人が新たな試みを行う時
には、価値観がぶつかることがあるかもしれません。
しかし、それこそが金沢の創造性を担保するもので
あることを、理解する必要があります。若い人材が
集まり、必ずしも起業家だけでなく、アーティスト
や研究者など、多様な分野の人材が隣接して切磋琢
磨できる場所があれば、金沢らしい創造が生まれる
場所となるでしょう。

＜これまでの主催・共催事業＞
分野を超えた伝統 ×創造の組み合わせとして、次の
ような事業を実施してきました。こうした試みを継
続・発展させることで新たな創造が生まれると考え
ます。
■「工芸建築」展
「建築を、ひとつの工芸として考える」ことをテーマに、
工芸作家や建築家らが協働して「工芸建築」の像を見
せた展覧会。

■趣膳食彩
料理×工芸×音楽×建築など、多様な文化がコラボレー
ションした舞台で新しい食文化と工芸を体験する試み。

■21世紀鷹峯フォーラム 第 3回 石川・金沢
100年後の工芸のために、いまできることを考え、
行動するために企画されたフォーラム。京都から始
まり、第３回目は 2017年に石川・金沢で、美術館・
博物館・工芸家・教育機関・宿などが連携し、大規
模な展覧会や全国の有識者を集めた研究会・シンポ
ジウム・円卓会議などを開催。

■ユニバーサルデザイン協会
美しいユニバーサルデザインというアイデアを持ち
寄ることで、多様な人々を受け入れるまちになるこ
とを目指した活動。

「工芸建築」展 2017

「工芸建築」展 2018

金沢市内をはじめ、加賀・能登の広範囲で、工芸にまつわる展示・
イベントを多数開催。最終日には「100年後に残る工芸のために」
をテーマに円卓会議が行われた。

趣膳食彩 2017

趣膳食彩 2017

6



趣ある都市空間をつくる
金沢の都市空間は、多くの来訪者を惹きつけていま
す。その魅力の源泉はどこにあるのでしょうか。そ
れはやはり、金沢らしい趣ある都市空間が保たれて
いるということにつきるでしょう。都市の趣とは、
風情やしみじみとした味わいがあることであり、賑
やかさだけを追求するような傾向とは一線を画します。
金沢は、町家のような歴史的な資源が都市内に残る
だけでなく、そこに息づく自然環境や新しい建築・
空間もその中に溶け込み、一体として趣ある、静か
なにぎわいを形成しています。それは、積み重ねら
れた文化と丁度よい都市スケールによって形成され
たものです。

⑥「都市内自然」と「静謐」な場を
　文化として守る
まちは賑わいだけで形成されているのではなく、空
間消費が過剰になる現代では、むしろ意識的に時々
まちを休ませる必要があります。
例えば、夜のまちを楽しむということは、不夜城を
つくることとイコールではありません。賑やかな場
所は楽しみつつも、まちの中の静かな場所では、三
味線の音や、用水の水音がどこからか聞こえてくる
ような、自然な静けさを大切にしなくてはいけませ
ん。これが、金沢における都市の成熟であり、「静謐」
な場と時間を守るということです。
金沢には、他の都市では失われてきた歴史的な伝統
や文化的なコミュニティが、近代的な生活にうまく
調和してきたことが、改めて評価されています。
もっとも、金沢の文化的価値が評価されるにつれて、

せいひつ

１. 本提言の背景について
「認定NPO法人 趣都金澤（以後、趣都金澤）」は、
活動 10周年を迎えたことを契機に、これまでのま
ちづくり活動の実践を振り返りながら、その意味を
議論するトークリレーを 2017年～2018年にかけ
て全 7回実施しました。

＜連続トークリレー＞
第 1回  2017 年 6月 10日（土）
「NPOによるまちづくり」
第 2回 2017 年 6月 24日（土）
「産学連携によるまちづくり」
第 3回 2017 年 7月 15日（土）
「アートとまちづくり」 
第 4回 2017 年 8月 12日（土）
「コミュニティとまちづくり」
第 5回 2017 年 9月 30日（土）
「地域連携まちづくり」
第 6回 2017 年 12月 23日（土）
「文化と経済」  
第 7回 2018 年 1月 28日（日）
「まちづくりの多様性」
＜提言補強のための議論＞
2018年 3月 10日（土）
金沢まち・ひとサロン 第 8回 　
「2030年の金沢 -北陸の可能性」
2019年 3月 4日
金沢まち・ひとサロン 第 10回　
「2030年の金沢を考える」
＜提言案の発表＞
2018年 4月 28日（土）
趣都フォーラム 2018　
「２０３０年に実現したいまちづくり：金沢」

このトークリレーで交わされた議論をもとに、「趣都
金澤」は10年の活動の集大成として、「世界趣都 金沢
2030 実現への12のメソッド」をまとめました。これは、
市民・自治体・事業者に、提言を通して多主体が協働し
て創り上げていく、まちのあり方を提案するものです。

２. 世界趣都 2030 年に
　  創造したい金沢のすがた
金沢が目指すべき都市像とは、どのようなものでしょ
うか。「世界趣都」として、人口や経済活動は決して
大きくなくとも、日本、さらにアジアの中で、新し
い社会モデルの構築に先行し、実験的だが安定した、
バランスのとれた豊かさにあふれるまちであり、世
界の都市像をリードし、尊敬されるまちであるべき
です。

＜金沢が目指すべき都市像＞
■グローバルな拠点性がある
歴史的な文化領域で国際的に評価されると同時に、
創造的な試みを取り入れる力を持ち、直接世界とつ
ながっていくまち。
■くらしの質が守られている
このまち独特の文化が地形や自然環境、都市内自然に
支えられてきたことを理解し、風土と地域社会によっ
て支えられた「金沢らしさ」が意識されているまち。
■多様なプレイヤーが流入し、活躍する
多様なプレイヤーが自由に提案し、社会実験を繰り
返すことで、公共を担う複数の民間の担い手がまち
づくりに取り組んでいるまち。文化的な暮らしを愛
する人が集まり、創造的な遊びを楽しむことができ
る、実験的なまち。行政内の部局や行政区域の境界、
官民を超えた連携事業が活発なまち。文化的活動を
通して国内外問わず関係人口が生まれ、定住人口と
共に地域活動を支えるまち。
■地域や年代を超えたつながりがある
地域の固有性を活かしながら、他都市と多様な連携
事業を展開し、面的につながり、広域の文化エリア
を形成しているまち。多様な人々を包摂するための
デザインが美しく施され、各世代がいきいきと暮ら
しているまち。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
これまでの主催・共催事業を継続し、発展させるこ
とで、さらに「人」のつながりが拡がっていくと考
えます。
■21世紀鷹峯フォーラムの後継版
自治体・教育機関・民間企業・NPOが継続的にコミュ
ニケーションをとり、「鷹峯フォーラム」の後継とし
て 100後年の工芸を考えるアクションを継続し、活
動を支える組織をつくる。

夜・早朝の茶屋街の裏通りには、日中の喧騒とは一線を画した、静
謐な味わいがある。
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「ユニバーサルデザインいしかわ」（2017年設立）主催のワークショッ
プ。車椅子と聴覚・視覚に障害のある人と健常者が共にまちを歩き、
その視点に立って誰もが暮らしやすいまちのデザインについて考えた。



それが商品化され過ぎることには注意が必要です。
放っておくと短期的な利益に流されて観光地的な開
発が進み、喧騒でどこにでもある都市に成り下がっ
てしまう恐れがあります。
また、過度な喧騒を生みやすい背景として、観光客
が特定の施設に集中することがあります。これは、
混雑が日常生活へ影響を与えるだけでなく、その場
所を見てしまえば終わりとして、再訪問にもつながっ
ていかないということにもなりかねません。まちの
ペースを守りつつ、観光と日常生活が両立するため
にも、観光客を誘導するための対応が必要です。
こういった中で、金沢らしい都市文化を育てるには、
朝夕にしっとりと散策できるまちの「静謐」さを保
つ工夫が必要です。金沢の魅力は、浅野川・犀川・
斜面緑地・用水・豊かな名を持つ坂道・金沢港など、
都市内自然との近さにあります。こうした自然や地形
が形成してきた豊かなまちの風景を活かし、価値を認
識した上でまちづくりをしていく必要があります。
都市内自然が与えてくれるのは、豊かな時間です。豊
かな時間を楽しめる枠組みを拡大し、朝や夜もまちを
楽しめるように、「モーニングカルチャー」と「ナイ
トカルチャー」を育成することを目指します。近年は
「ナイトタイムエコノミー」という言葉がありますが、
金沢ではまず「カルチャー」を大事にし、それが地域
の活力につながることが重要だと考えます。
ここでいう「モーニングカルチャー」とは、朝の時
間に体験できる文化的な活動であり、自然を楽しみ
ながら味わう朝食の提供や、川を感じながらの朝の
まち歩きなどを指します。そして「ナイトカルチャー」
は、夜の時間に体験できる文化的な活動で、これに
は川辺でお酒を楽しむ場所であったり、夜風を感じ
る場所、夜間景観も含まれるでしょう。これらは、
宿泊の促進や新たな経済活動の促進へとつながって
いきます。

＜これまでの主催・共催事業＞
静かなまちの魅力を発見する試みとして、次のよう
なことが行われてきました。
■金澤さんぽ
夜の金沢の大地を、五感で感じる散歩。
■白山・能登ツアー
金沢から足を伸ばし、遊びを通して白山や能登の豊
かな環境を理解するツアー。
■ブラモリ川
金沢の風土の魅力を一緒に体感するために、夜から
明け方にかけて、モリ川ヒロトー氏のアテンドで金
沢のまちを歩く会。

■早朝の兼六園曲水音鑑賞ツアー
早朝の兼六園を訪れ、静かな庭園空間を耳で楽しむ
ツアー。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
静かな賑わいをつくり、観光客の一極集中を防ぎな
がらまちのペースを守るため、次のようなアイデア
が考えられます。
■環境音のマッピング
まちの音を新たな観光コンテンツとして発掘・表現する。
■観光と日常の間コンシェルジェ
観光と日常生活のバランスをマネジメントするため
の人づくりが必要である。商業的側面を超えた、観
光マネジメント計画の誘導、空間の質を守るための
入場者の制限計画、エリアづくりと訪問客の分散を
行うためのきめ細やかな対応を行い、一ヶ所に集ま
る観光客を広域に誘導する
■静けさを活かしたナイトカルチャーの育成
歓楽街としてのナイトエコノミーではなく、ナイト
カルチャーとして夜の静けさを定義する。そのため
に、①照明の明るさ規制を伴う夜間景観のコントロー
ル、 ②静けさを活かした夜のイベント（ナイトミュー
ジアム等）、③暗さを活かしたアートをつくる夜景ツ
アー（中心部だけで無く、卯辰山、キゴ山、森本など「暗
さ」を活かしたアートへの参加型のツアー）などを行う。
■夜間・早朝の河川空間活用
夜間・早朝の河川利活用によるバーや飲食提供など
大人が楽しめる場の設置。
■歩行者のためのオープンスペース
朝や夜も、まち中でそぞろ歩きができる心地の良い
オープンスペースを整えることで、ナイトカルチャー
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2018年7月に開催した「ブラモリ川 ～早朝兼六園編～」。映像作家・
モリ川ヒロトー氏が「音」に焦点を当てて朝の兼六園を案内し、ツ
アーの様子は『北國新聞』でも紹介された。



の場をつくる。例えばコインパーキングを一時的に
占有し、夜のオープンスペースを期間限定で提供す
ること、もしくは中心部の多くを歩行者専用化し、
広坂の通りのようなところで用水沿いにそぞろ歩き
してもらうことも考えられる。
■静けさを味わうアプリの開発と情報提供
まちの静けさそのものを味わうガイドとなるアプリ
の開発や情報の提供。

⑦「秩序ある都市空間」を
　デザインする
金沢市はこれまで景観行政のパイオニアとして、ま
ち並み保全や用水空間の整備、電線の地中化など、
金沢の地形・歴史・文化的成り立ちから考えて「理
にかなった」秩序ある空間デザインの試みを行って
きたことで有名です。
このように、これまで蓄積してきた文化的空間資産
を大切にしながら、新たに開発・デザインされる建
物にも金沢らしい筋が通った「秩序」を求めていく
必要があります。「秩序ある空間デザイン」は、金沢
における都市文化の一つであり、住民の誇りを形成
し、多くの訪問者を惹きつける貴重な財産であるこ
とを再認識するべきです。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
秩序ある空間デザインによる筋が通ったまちづくり
を行うために、次のようなことが考えられます。
■「緑と水をつなぐ」金沢らしさの保全
河川空間、斜面緑地、河岸段丘、私有地を含む都市
内緑地の保全をより進め、緑の空間の近さという金
沢らしさを守る。
■金沢らしい「空間尺度」の共有
裏通りの町家、かぎ曲がり、狭い小路、印象深い樹
木など、その地域ならではの情緒を醸すもの、それ
らの総体が金沢の街並みを形づくるものとして尊重
する。新天地、犀川の川縁、東山の裏通り、水溜町
の保護樹木、Ｗ坂と斜面緑地、広見なども代表例。

■デザイン調整機能の設置
数値で表せない「デザイン尺度」について、一定規
模以上の施設における周辺との調和を調整するデザ
イン調整機能を設置する。

季節ごとの情緒を映し出す浅野川の流れと卯辰山。
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犀川べりと寺町台地の境界の断崖にある通称Ｗ坂。藩政期は坂上に石
工職人が多く暮らしていたため、石伐坂（いしきりざか）と呼ばれた。



創造的なコミュニティを育む
「創造的なコミュニティ」とは、アーティストや作家
が創造性を発揮する場をつくるという意味だけでは
ありません。例えば、「創造都市」といわれるものの
定義では、アーティストが文化的な活動をするだけ
でなく、地域の課題解決の中で人々の創造性が発揮
される都市を意味します。
中でも金沢における創造的なコミュニティとは、歴
史に根付いた力強いコミュニティであり、自分の地
域をより良くしたい住民が、地域問題の解決に創造
性を発揮するものだといえるでしょう。また、そう
した人たちが、活き活きと活動できるための土台を
創造することが必要となります。多様な価値が共存
しながら、金沢らしい創造性を発揮できるようなま
ち、それが創造的なコミュニティを育むまちです。

⑧次世代の「まちづくりの担い手」
　を育てる
「まちづくりの担い手」とは誰でしょうか。近年は、
民間の多様な主体が地域性を考慮して独自のまちづ
くり事業を提案・実施するケースが増えてきました。
今後は、こうした「社会的な」民間事業の活力をよ
り活かして、公民連携や協働の体制を整え、地域の
価値をつくり、資源を有効活用する、まちづくりの
あり方を考えていかねばなりません。
ＮＰＯなどを中心に、まちづくりの担い手が活躍し
ていますが、これらの団体が安く労働力を提供する
主体として見られるのではなく、独立した判断能力
を持つ主体として認識される必要があります。また、
ＮＰＯ自体も新たな力を取り入れ、発展していく必
要があります。
まちづくりの主体が持続可能であるためには、次世
代がまちに関わる支援を行う必要があります。「これ
をやりたい！」が実現できる場を設定することで、多
様な世代がまちに関わることができるようになります。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
既存の枠組みを超えた、次世代のまちづくりの担い
手を育成、支援する仕掛けや機会として、次のこと
が考えられます。
■まちのニュー・メディアづくり
活動を広報し、訴求力を持つために、マガジンや
WEBなどの形態で新しいメディアをつくり、意見
をひろめていく。
■まちづくりのユースチーム
学生が多い金沢で、若い世代は伝統的なコミュニティ

には参与しにくいかもしれない。そこで、「ユースチー
ム」と定義した組織を形成することで、より軽やか
に動くことができる態勢をつくる。
■「文化工学まちづくり」を議論するアーバンラボの形成
枠組みを超えたまちづくり議論を専門家と共にでき
るように、アーバンラボを設置し、「文化工学まちづ
くり」を一緒に考え、育てていく。

⑨地域と共に
　「まちづくりフィールド」をつくる
町会や校下といった地域型コミュニティは、金沢の
文化の一つであるといえます。まちをよりよくする
ためには、このような伝統ある地域型コミュニティ
と、テーマ型コミュニティのまちづくりNPOの協
働を考えなくてはなりません。
そのためには、対話と対等な関係性が重要だと考え
ます。協働の中で、まちづくりNPOは外部視点の
提供によるまちづくりへの気づきや、地域人材発掘
のきっかけとなるイベントなどを仕掛け、活動を通
して地域コミュニティの受け皿を強化していくこと
が求められます。
多様な主体がまちづくりに挑戦できるように、やる
気のある人が地域コミュニティから手をあげてチャ
レンジする仕組みが必要であり、そうした活動を支
援する役割も、プラットフォームとしてのまちづく
りNPOは果たすことが求められます。

＜これまでの主催・共催事業＞
「趣都金澤」では、次のようなことに取り組んできま
した。
■金澤宮遊
神社で朝・昼・夜の時間帯に、お宮遊びを行う仕掛け。
地域で活動している多様な人々の参加によるコンテ
ンツが提供され、神社というコミュニティ空間を再
解釈した。

旧市街のど真ん中にある「石浦神社」で、一日の時間軸で朝市や骨
董市、音楽やグルメを楽しむ催しを行い、古来の神社でのコミュニ
ティや風景、雰囲気を感じられるイベントを開催。
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＜世界趣都 実現へのアイデア＞
まちづくりの受け皿づくりのための、さらなるアク
ションとして次のことが考えられます。
■まちづくりの地域コンペ
まちづくりNPOが初動期のコンサルティングを行
い、まちに必要な活動に鍼治療のように刺激を与え
る地域コンペを実施し、関与する地域とつながる。
■身近な公共空間の利活用
地域内の公園や神社仏閣などの公共空間の利活用を
積極的に行う。神社仏閣は、歴史を尊重した使い方
のモデルをつくる。

⑩「立場を尊重した」
　産官学民連携を推進する
産官学民連携は、それぞれの能力や役割を持ち寄り、
協働を通して創造的な試みを進めることができます。
しかし一方で、立場によって異なる規範や論理をき
ちんとすりあわせ、お互いにとってよい試みとなる
ように進めていく必要があります。
これは、互いの文化・価値・立場・能力を尊重して
地域協働をコーディネートしなくてはならないとい
うことであり、安易な連携に終わらないように注意
しなくてはなりません。例えば、高等教育機関を巻
き込んだ連携では、きちんとビジョンを共有した上
で地域ニーズと研究のマッチングを考えて進める必
要があります。そうすると、協働ならではの組み合
わせをつくりだすことができ、特徴ある産学連携を
進めることができます。

＜これまでの主催・共催事業＞
「趣都金澤」では、次のようなことに取り組んできま
した。
■月見光路
産官学民連携で、中心市街地であかりを用いて都市
空間を演出するイベント。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
産官学民連携として、さらに次のことが考えられます。
■大学の教育プログラムとの連携
まちの「空間づくり」+「空間づかい」を教育プロ
グラムの一環とし、学生の卒業論文などと連動させ
研究とまちづくりがつながる機会をつくる。
■民間による「まち空間」占有利活用
民間によるまち空間の活用を、祭り・イベントだけ
でなく、日常から占有を許可し、積極的に行うこと
で多様な主体を巻き込む。
■「文化工学まちづくり」を議論するアーバンラボの形成
アーバンラボでは専門家や教員と、建築・まちづくり・
都市政策を学ぶ学生が協働できるプロジェクトを請
けおい、実行する。
■学術的議論のための小さなスペースの点在
まちなか大学として、学術的議論ができ、学生が使
えるまちから見えるような小さなスペースをつくる。

戦略的に地域が連携する
「地域」といったとき、それは必ずしも市や県などの
行政区域を示すものとは限りません。その「地域」
は河川域や文化・歴史によってつながったものかも
しれません。また、ある文脈の中で、空間的に遠い
場所にある地域とのつながりを見い出すことによっ
て、さらに地域の魅力の展開に寄与するかもしれません。
ただし、そこには必ず連携の「意味」が存在します。
「なぜつながる必要があるのか」という連携の意味を
明確にし、その意味を補強すべく戦略的につながる
ことは、金沢という都市の強みを再発見し、強調す
ることにつながるでしょう。

⑪民間ベースの
　「北陸都市間の連携」を促進する
金沢が固有の文化を守り、小さな都市の連携により
地域の存在を高めるには、各都市のはっきりした個
性を尊重した北陸都市間の連携が必要です。
金沢と富山の関係でいえば、加賀藩・前田家が産業
の性質が重ならないように各都市にうまく分散させ
た歴史があります。このように、地域連携の中で都
市の個性をより光らせるには、歴史から見た北陸の
あり方・つながり方を考えるべきです。
この場合の「連携」とは、自治体間の連携に加えた、
NPO間の連携などの民間ベースの連携であり、特定
のテーマに基づいた複合的な連携が考えられます。
例えば、工芸などの特定の分野を手がかりにつながる
ことで、各地域の存在感を高めていくことができます。

金沢工業大学の学生達が広坂商店街・周辺地域住民と連携し、灯り
で都市空間を幻想的に演出する 2004年から続くイベント。「趣都
金沢」は実行委員会に 2006年（月見宴事業）から参加。
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工芸をテーマに連携する場合は、産地の組合なども
つながりの候補で、文化庁が行う富山の「北陸工芸
サミット」のような機会を捉え、北陸間が工芸でつ
ながることもできます。地域連携で工芸というもの
の幅広さを北陸で見せることもでき、連携することで逆
に地域の固有性を強調することにもつながるでしょう。

＜これまでの主催・共催事業＞
「趣都金澤」では、北陸の都市間の連携として、次の
ようなことに取り組んできました。
■ツールド日本海ママチャリラリー
ママチャリで富山～石川間を走るイベント。各中心
市街地にスタートとゴールを設定し、富山と石川で
協働して行った。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
地域連携のためのアクションとして、さらに次のよ
うなことが考えられます。
■北陸まちづくりサミット
北陸は文化圏として共通した資源を持ちながら、そ
れぞれのまちづくりの課題も抱えている。人口減少
社会の中、圏域として課題を共有することでより魅
力的な地域づくりを北陸という単位で考えていくた
めの場をつくる。
■スポーツ連携
大学スポーツでのつながりなど、みんなが参加する
きっかけとなりやすい、スポーツによる横のネット
ワークを強化する。
■広域をつなぐ文化組織
行政区域をまたいで活動できる、非営利団体の存在
を価値付け、官民双方との協働を促進する独立性の
高い文化組織を形成する。

⑫国内外の地域との
　「根拠ある連携」を進める
かつて日本海側は北前船が寄港する港でつながり、

交流を通してさまざまな文化を育み、創造していま
した。そのような歴史的なつながりは、地域連携の
根拠となります。
つながりに意味を持たせ、価値のある連携とするに
は、北前船のつながりのような地域連携の根拠・コ
ンセプトを明確にした上で、連携を模索していく必
要があります。
近隣市町村との連携であれば、例えば河川の流域圏
など、自然のつくる範囲（地理的要素）をコンセプ
トと捉えることもできます。遠方とのつながりであ
れば、日本海側の他都市で、文化がまちに息づき起
業家精神の豊かな福岡市などと連携することも考え
られるでしょう。異なる個性を持つエリア間がつな
がることで、複層的な文化エリアが地域の距離を超
えて創造されます。

＜これまでの主催・共催事業＞
「趣都金澤」では、次のようなことに取り組んできま
した。さらに発展させることで、根拠あるつながり
づくりを進めることができると考えます。
■金沢みなとの文化祭
金沢ベイエリアにまたがる地域の文化資源を再認識
するための機会提供。

＜世界趣都 実現へのアイデア＞
広域連携のためのアクションとして、さらに次のよ
うなことが考えられます。
■文化まちづくりフォーラム
福岡市など、創造的な文化まちづくりに取り組む地
域に声がけし、意見交換と情報共有の場をつくる。
■地域を越えたテーマ型「超・広域」観光接続ルート
北陸～中部では既に広域観光周遊ルートが設定され
ており、金沢はそのゲートウェイ都市になっている
が、工芸や食文化など、テーマ設定による近接性を
超えたテーマ型の超・広域観光接続ルートを提示す
る。新潟や福岡などが接続対象として考えられる。

見て参加する「金沢ベイフェス」、金沢港とその周辺地域の文化に
触れる「金沢ベイエリアツアー」、石川の文化を知り、文化振興を
考える「金沢ベイフォーラム」の３事業で構成。

12

「ツールド日本海ママチャリラリー」は、「しいのき迎賓館」を出発し、
高岡市金屋町を経由して、富山市グランドプラザをゴールとする約
70キロのコースをママチャリで走破するイベント。



提言の社会的背景
地方都市と東京の
関係・社会秩序の変化
「趣都金澤」は「日本一趣深い都市」としての金沢の
あり方を模索しながら、まちづくり活動を行ってき
ましたが、2000年から現在に至るまで、金沢を取
り巻く環境は劇的に変化しました。
まず、日本全体における地方都市と東京との関係、
そして社会秩序が大きく変化しました。OECD諸国
における 1人当たり国内総生産の順位で、日本は
2000年の 3位から 2015年には 20位まで落ちま
した。都道府県別1人あたりの県民所得を比べると、
東京都が依然として突出していますが、2001年か
ら 2014年の間に 9.7％マイナスで、これは全県計
のマイナス 0.8％や石川県のマイナス 6.8％と比べ
ても激しい落ち込みです。

１位の東京都と最下位の沖縄県の差は、最大差のあっ
た 2006年の 322万円から 2014年には 213万円
へと約 100万円も縮まっており、同様に東京都と石
川県の差も 222万円から 156万円へと 66万円も
縮まっています。人口 116万人の石川県と人口
892万人の神奈川県は、実は 1人当たりの県民所得
で比べると、ほとんど同水準で推移しています。
かつて日本は、東京を頂点とした一極集中構造を大
前提とし、地方は東京とつながることで発展しよう
としてきましたが、こうした構造はもう期待できな
いでしょう。中小規模の都市も、直接世界とつなが
り自らの発展の道を模索せざるを得なくなっています。
一極集中構造の背景にあったのは、大企業と中央集
権国家による垂直的な管理体制でしたが、このどち
らも今や危機にあります。地方の自治体や業界団体
なども、国や大企業の庇護の下で、階層的ではあっ
ても安定したポジションを維持してきましたが、そ
の状況はもはや失われていることを認識しなければ
なりません。

地方都市における
活性化のベクトルの変化
生産性重視の大規模開発手法から、地域の個性を大
切にし、固有の資源を活かした独自の産業を創り出
すことを求められる時代になってきました。近代的
な開発の波から取り残されてきた伝統文化や田舎的
な環境が、逆に価値あるものと見なされ、田園回帰
やローカル志向が注目されています。
世界的に海外旅行市場が伸長し、日本にもインバウ
ンド旅行客が増えるとともに、日本人の中でも「暮
らすように旅する」ニーズが高まっています。金沢
は元来、国内では珍しい内発的発展をしてきた地方
都市で、環境や文化の保全と経済発展を両立させて
きた歴史がありますが、上記のような時代の潮流は、
金沢の発展にとって、さらなる後押しになっています。

また、2004年の「金沢 21世紀美術館」の開館をきっ
かけに、U・I ターンのクリエイターなどが金沢で活
動するなどのムーブメントが生まれ、そこにタイミ
ングよく2015年の北陸新幹線の金沢開業が重なり、
ブームともいえる観光客の増加が起きました。東京
オリンピックが開催される 2020年に向けて、金沢
でも次々とイベントが企画されており、市内に新し
いホテルや店舗の開店などが相次いでいます。
リノベーションによる場づくりや柔軟な働き方がも
たらす多地域居住が広まりつつある一方で、伝統的
な社会的紐帯の弱まりが懸念され、「コミュニティ」
の再考が必要になっています。

地域づくりの
手段・担い手の変化
地域づくりの手段や、担い手も変わりつつあります。
かつては、大量生産的なものづくりが物質的豊かさ
の基盤であり、民間部門と公共部門は明瞭に区別さ
れ、代議制民主主義の下で意思決定されたことに対
して、専門分化された官僚機構が政策を運営してき
ました。

新幹線開業から観光客がますます増えた「ひがし茶屋街」。

13



それに対し、現代は企業的生産様式に向かない「経験」
価値が人々に求められるようになり、管理された競
争よりも、枠組みを超えた「自由な創造性」が価値
を認められている時代です。人々は意思決定過程へ
の間接的参加よりも、より直接的な現場的実践への
参加を志向するようになり、組織内だけではなく、
組織内外のプロジェクトへ参加し、多くの専門家や
利害関係者との連携・協力・調整が必要とされてい
ます。
このような時代の新しい社会秩序としては、より公
共と民間の境目が曖昧で、多様な主体のネットワー
クによる社会的実験を許容し、地域に根ざした社会
的責任の伴うガバナンス・スタイルが求められつつ
あります。

本提言は、これらの社会的背景を踏まえて、
世界趣都を目指していく手法としての１２の
メソッドを示すものです。

認定NPO法人 趣都金澤
《まちづくり提言》

世界趣都 金沢 2030
実現への 12のメソッド
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