
第 ３ 回

ポストコロナ社会を見据えた都市のあり方検討会議

令和3年10月１日（金）９:30～12：00

金沢市



会議開催の趣旨 2

■趣 旨

・新型コロナウイルスの猛威は、世界中の全ての活動を様変わりさせている。

すなわち、コロナ禍による個人の行動制限や社会の活動制限が、

経済社会の変容につながり、それが人々の心に変化をもたらし、

また、その心の変化により行動が変わり、社会も変わっていくという、

全てが一連のサイクルとして、つながりながら変化している。

・コロナ収束後の経済社会がどのようになるのか、

以前の姿に戻ること、戻らないこと、

これを契機に変えるべきこと、変えるべきでないことは何か。

・このような感染拡大収束後の経済社会情勢を予見、想定した上で、

金沢という地方都市をどのような状況にしていくことが望ましいのか、

また、人々の心の機微に触れるような、好ましい個人の行動や

経済社会活動を促すためには、どのような施策を講じていくべきか、

これらを考えていくために、

様々な有識者の方々によるご講演や意見交換を通じて、ご示唆を賜りたい。



概要等 3

■概 要

新型コロナウイルス感染症による

人々の意識や価値観、経済社会情勢の変化等を踏まえ、

多様な分野の有識者より大所高所から貴重な知見を賜り、

ポストコロナ社会における、中長期的な社会の変化や、

地方の中核都市、ひいては金沢市の都市のあり方を検討する。

■進め方

絆づくり、まちづくり、ものづくり、ひとづくり、くらしづくり

の５つの分野毎に、３名の有識者からのご講演と、

職員等との意見交換で構成する会議を開催。



次第・配布資料 4

■次 第

１．開 会 9：30

２．概要説明 ＜約５分＞

３．有識者ご講演 ＜約90分＞

（休 憩） ＜約５分＞

４．意見交換 ＜約50分＞

５．閉 会 12：00頃

■配布資料

・本市作成資料（本資料）

・有識者提出資料



全体スケジュールと主なヒアリング内容 5

回 分 野 日 程 ヒアリング内容（ポイント）

第1回
「絆づくり」
（コミュニティ、ダイバーシティ等）

R3年7月28日(水）
13:00～15:30

・持続可能な地域社会づくり
・ダイバーシティの推進
・女性の活躍推進 など

第2回
「まちづくり」
（都市計画・建築・交通等）

R3年8月27日(金)
16:00～18:30

・都市デザイン
・建築文化
・都市の交通のあり方 など

第3回
「ものづくり」
（地域産業・働き方等）

R3年10月1日(金)
9:30～12:00

・経済社会情勢の見通し
・ものづくり政策
・地域のブランド戦略
・業務効率化・人材確保 など

第4回
「ひとづくり」
（子育て・少子化・人材育成等）

R3年10月26日(火)
9:30～12:00

・少子化対策、子育て支援の充実
・子供へのデジタル教育
・文化や教育による人材育成 など

第5回
「くらしづくり」
（福祉・健康・環境等）

R3年11月24日(水）
15:00～17:30

・地域コミュニティの活性化
・地域共生社会
・持続可能な環境政策 など



第３回有識者一覧 6

氏 名 肩 書・プロフィール

藤沢 久美 様

（ふじさわ くみ）

シンクタンク・ソフィアバンク代表
大阪市立大学卒業後、国内外の投資運用会社勤務を経て、1995年日本初の投資信託評価会社を

起業。1999年同社を世界的格付け会社スタンダード＆プアーズに売却後、2000年シンクタンク・
ソフィアバンクの設立に参画。現在、代表。2007年ダボス会議を主宰する世界経済フォーラムよ
り「ヤング・グローバル・リーダー」に選出され、2008年「グローバル・アジェンダ・カウンシ
ル」のメンバーにも選出される。政府各省の審議委員、日本証券業協会やJリーグの公益理事等の
公職に加え、静岡銀行や豊田通商など上場企業の社外取締役も兼務。国内外・官民のリーダーを繋
いで社会イノベーションを推進、DX時代の組織変革を後押ししている。

御手洗 瑞子 様

（みたらい たまこ）

気仙沼ニッティング代表取締役社長
東京大学経済学部卒業。マッキンゼー・アンド・カンパニー東京支社を経て、2010年9月より1

年間、ブータン王国政府に初代首相フェローとして勤め、産業育成に従事。東日本大震災後の
2012年、宮城県気仙沼市にて、高品質の手編みセーターやカーディガンをつくる「気仙沼ニッ
ティング」の事業を起ち上げる。2013年に法人化し、現職。 ほかに、経済産業省伝統的工芸品
指定小委員会委員、経済産業省産業構造審議会総会委員、内閣府規制改革推進会議委員、クール
ジャパン機構社外取締役を務める。著書に「ブータン、これでいいのだ」「気仙沼ニッティング物
語～いいものを編む会社～」（ともに新潮社）

落合 陽一 様

（おちあい よういち）

メディアアーティスト
2015年東京大学大学院学際情報学府博士課程修了、博士(学際情報学)。筑波大学デジタルネイ

チャー開発研究センターセンター長・准教授。2017年から2019年まで同大学学長補佐、2018年か
ら内閣府知的財産戦略ビジョン専門調査会委員、内閣府「ムーンショット型研究開発制度」ビジョ
ナリー会議委員、2020年から2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）テーマ事業プロデュー
サーなどを歴任。メディアアートを計算機自然のヴァナキュラー的民藝と捉え、「物化する計算機
自然と対峙し、質量と映像の間にある憧憬や情念を反芻する」をステートメントに、研究や芸術活
動の枠を自由に越境し、探求と表現を継続している。



（参考）第１回会議「絆づくり」の意見交換要旨 7

「絆づくり」（コミュニティ・ダイバーシティ等）

・金沢には、まちのブランド性や魅力があり、「学生のまち」ということで高等教育

機関も多く、比較的優位にある。

・商店街の空き店舗が増えている地方都市が多い中で、学生が商店街のようなところ

でカフェや新規事業を始めたいというニーズが潜在的にあるので、商店街・中心

市街地と若い世代を結び付ける支援・活動が重要。

・（若い世代に対する）住宅や教育、雇用関係といった経済的支援を、自治体レベル

でも強化・発展させることが重要。

・社会的孤立を防ぐために、まちの中に歩いて過ごせる場所を意識的に作っていくの

が良い。

・日常的に何気なく人との交流が生まれる場所が自然にまちのなかにあることが、

広い意味での福祉政策となっていく。

・必ずしも対面でなくても、メールやSNSなどのコミュニケーション手段も孤立の

防止になり、上手く組み合わせていくことが良い。

・金沢モデルと呼ばれるような、ウォーカブルシティのような形が実現すると、

全国の他都市にも影響を及ぼすと考えている。公共交通、ウォーカブルシティ、

トランジットモールについて、金沢市にリードしてほしい。

・成熟社会の都市のあり方を考えた場合に、歩いて楽しめるコミュニティ空間として

の都市が、高齢化時代の都市像を示す重要なきっかけになる。

若者支援

コミュニティ
・

まちづくり



・「一人の中の多様性」は人間関係の基本だと思っている。目の前にいる人には自分

には見えていない世界があると理解することだと思う。このような人間関係の基本

が日本の社会の中で足りていない。考え直す必要がある。

・「利他」はどうしても自分の設定した正義を押し付けてしまいがちだが、何が

「利他を成立させるかというと、受け取る人が「利他」を成立させる。本人が

どういうつもりで行動したのかは別にして、受け取った人がいると、事後的に、

その行為をした人を利他的な人にする。

・若い人の受け取り力が下がっており、「人から何かをしてもらう」ことを素直に

喜べない人が全体の4割くらいいる。

・「利他」を受け取る人が増えないと、社会は利他的になっていかないので、若い人

が安心して受け取っていいという雰囲気作りが必要。

・男性を含めた真の男女共同参画社会を目指すには、未だ女性がマミートラックに

陥っているようでは、難しいと考えている。

・男性に対して何をするか考えるにあたって、今一度、女性活躍のためにやってきた

ことを振り返り、何が達成できていて何が達成できなかったのかを整理することが

ことが大事。

・これまでの女性活躍施策の検証の中に、男性でも育休を取り、家庭との両立を

しながら組織での活躍を維持できるようになるためのヒントがある。

男女
共同参画

・
働き方

多様性

利他
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・「育児と仕事の両立」はできるけれど、仕事での「成長と貢献」がトーンダウン

してしまう環境のままでは、本人においても、組織においても、男性の長期的な

育休取得や家事育児促進の障壁は高いままだ。

・「育児と仕事の両立」をしながら、「成長と貢献」が100％でないにしても、

８~９割維持できるかが大きな課題。それが実現できれば、男女ともに

活躍を引き出すことができるし、育児だけでなく、自身の闘病や介護、

障がいなど、ないがしろにできない事情を抱えながら生活する人たちを、

社会づくりの一員として迎え入れてがんばっていただく環境づくりにも

つながっていく。

・テレワークの定着について、先行している企業では、どのように業務を回していく

か、マネジメントをしていくか、人材育成・登用などのソフト面が課題になって

おり、未経験のなか手探りでやっている。

・自治体が事業者に提供する有効な支援としては、設備面の支援も当然必要だが、

ソフト面について、例えば、成功事例や分かってきた運用テクニックを周知し、

その実行を支援していくことだと考える。

男女
共同参画

・
働き方

（前頁の続き）
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（参考）第２回会議「まちづくり」の意見交換要旨 10

「まちづくり」（都市計画・建築・交通等）

・ヨーロッパでは、まちを商業地域、工業地域、住居地域と色分けすることが

まちづくりにとって良くないことが多かったので、時間と空間を有効に使うと

いうのが常になっている。

・市の大きな取組としてどういうことができるかが大事。まちを全体主義で

考えるのは現代の状況では難しい。地域ごとに合った方法を考える余地がある

のではないか。

・選択と自由を用意するという意味では、地域ごとの環境をつくる取組があれば

良い。

・金沢駅西周辺は、金沢らしさがなく、どこにでもあるような古くない新しいまち

をつくってしまっているので、もっと魅力的な金沢らしさを出した方が良い。

・時代が変わっていく中で、開発ベースでない取組を、日本で金沢が率先して

できると、人が住んで豊かなまちづくりの先駆けになる。金沢らしい暮らし方や

気候風土に合わせた地域の生き方を推進できれば良い。

・人が住んでいるまちがベースになっているという意味では、老朽化している地域に

商業だけを埋め込んで経済的な活動をするというよりは、人が生活をする空間を

もっと増やしていくことが大事だ。

・地方の商店街にどんどんシャッター街が増えている中で、人が住んでいないまち

には人が生き生きと暮らしていける環境がつくれない。人が暮らすところを

ベースにしていくことが大事。

まちづくり

中心市街地
活性化



・金沢だけではなく、大半の地方都市は空洞化し、まちに人がいない状況だ。衰退

や崩壊に向かっていくぐらい深刻な状況だと思った方が良い。

・切り替えられない、というのが今の問題なので、思い切って切り替えることは

大事な方針だと思う。

・パリでは、住む人にとって充実したまちにするために、まちを一気に変えるよう

な思い切った施策を推進している。金沢のまちを変える方法は、金沢市らしさが

出せる方法や、コンソーシアムで考えを固めていく方法など、そこから未来が

見えると良い。

・まちなかを大事にしていくべきだと思っている。理由は、長年投資してきた

からだ。何百年もかけて投資をしてきたまちなので、それを捨て新たにグリーン

フィールドに安いまちをつくっていくのは非常にもったいない。投資してきた

ことは蓄積されており、古びても、空洞化していても、それなりの風格があり、

再投資の効果も大きい。

V ・金沢のまちなかは、商業施設や素敵なお店があるが、その間に息抜きができる

余地や魅力的な空間的な余地が少ない施設型だと感じる。一方で、緑地等の

オープンスペースが多く魅力的だが、そこで過ごす人の姿はあまり多くなく、

まちなかでは買物や食事など消費をするしかないという印象が若干ある。

・目的の定まった要素ではない空間的な、「関わり代（しろ）」、「息抜き代

（しろ）」といった場所があると良い。

中心市街地
活性化

（前頁の続き)
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・自分達が一員として環境整備を行ったり、生活の中で使いこなしたりするといった

意識が、単なるまち自慢ではなくシビックプライドやまちの文化に

つながっている。

・シビックプライドの源泉は、海外では、建物、インフラ、スポーツ、文化など

人の手によるものが多い一方で、日本の都市の事例では、自然環境や食材など

与えられたものを誇りに感じる意識が強い。

・金沢の場合は、自分達の文化の中でつくり出してきた産業やまちなみがあるので、

アイデンティティや参画につながるシビックプライドを持ちうるのではないか。

・文化や構築された環境を誇りに思う人は、参画意識やアイデンティティの形成に

つながりやすい傾向にある。一方で、自然環境や食材を誇りに思う人は、愛着や

持続願望は強いが参画意識が弱いという傾向が出ている。

・（金沢市の施策である）「木の文化都市」を内面化し、かつ外に見えるように

なってくると強いシビックプライドに結びつくのではないか。

・（テレワークの促進に伴い）必ずしもオフィスが激減するというわけではない

だろう。ただし、職住近接に対する価値が高くなってきているだろうから、自宅や

自宅近辺で作業ができる場所の種類は増えてくるだろう。

・ポストコロナ社会において、郊外居住が進んで中心市街地が空洞化するという

シナリオだけではなく、オフィスや商業など様々な機能が集積する市街地に

住まうこともひとつの選択肢になるのでは。

・基本的にウイルスはなくならないので、今後も何かしら移動の制限などがあると

いうことは前提にしておいた方が良い。

12

シビック
プライド

住まい方



・移動ができなくなると、生活空間や会う人も限られ、その方が幸せだと感じること

もあり、いわゆる自然なことと不自然なこと、快適なことと不快なことが実感を

持って得られた。

・これからどうやって暮らす場所をつくっていくかが大事であり、企業がどのように

サービスしていくかが問われる時代になるだろう。

・公共的空間を官が管理しているのか民が管理しているのかはユーザーにとっては

あまり関係がない。公共の空間を自分たちの場所として使っていくことと同時に、

私有地を開いていく住まい方のバリエーションも増えていくのではないかと思う。

・住宅のプライベートな部分と、コモンな要素を持った部分が増えることで、

いろいろな使い方ができる。

・各地域で進んでいるようなモビリティサービスを一体サービスとして仕立てていく

M a a Sオペレーターの事業者について、待っていれば来るのかというと

今の段階では呼び込んでいかないと来ない。一方で、（地方基盤企業である）乗合

バスは独占禁止法の特例除外がされており、地域全体の交通事業者が共同運行する

ような流れが進んでいるような事例もある。

・ドイツの「シュタットベルケ」（※）のように、交通事業（低収益）とエネルギー

事業（高収益）を組み合わせて事業化すると、自治体の補助なしにある程度独占的

に交通を賄う、もしくは収益事業の利益で低収益事業を賄うという形もある。

・地域の交通をもう一度再編していく中で、さらに利便性を担保しながらコストを

下げていくことがMaaSの本質。民間事業者が積極的に行っているトレンドはある

ので、金沢市でも住民や交通関係者のニーズがあれば進めていくとよい。

※自治体規模の単位で管理される公共サービス・地域インフラを総合的に運営する公益事業体

住まい方

（前頁の続き)
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１．現状認識



１（１）2040年頃にかけて見込まれる国内の主な変化・課題

■人口減少の進展

■現役世代の急減

■85歳以上の急増

人 口

2040年の人口推計 約1億1,100万人 （2020年比▲11％）
国内全体で毎年90万人が減少

2025年以降「高齢者の急増」から「現役世代の急減」に局面が変化
2040年の生産年齢人口 約6,000万人 （2020年比▲19％）

特に介護需要が高まる85歳以上が急増
2040年の85歳以上人口 約1,000万人 （2020年比＋65％）

■維持更新費の増大

■スポンジ化

インフラ・都市空間

2038年の社会資本維持管理・更新費 6.0～6.6兆円（2018年比＋30％）

多くの都市で空き地・空き家が時間的・空間的にランダムに発生

■気候変動問題

■大規模地震

■感染症のまん延

自然環境

2020年の日本の平均気温 観測史上最高 （1981～2010年平均＋0.95℃）
広域かつ甚大な風水害が頻発するリスクが高まっている

南海トラフなど大規模地震が高い確率で発生すると予想されている
南海トラフ地震の発生確率：30年以内に70～80％

人間に感染し得るウイルスは54～85万種
生物多様性の損失や気候変動によりパンデミックのリスクが高まる

16日 本



■経済の停滞

■テレワークの実施

■職業選択、副業

■労働時間の減少

経済・働き方

テレワーク実施率 東京都23区 53.5%(+10.7) 地方圏 21.9%(+7.9)
テレワーク実施者の82.7%(▲5.3)が今後のテレワークを希望

将来の仕事･収入について考えるようになった人が21.6%
副業の検討をはじめた人が5.8％、副業を持った人が2.9%

労働時間が減少した人が33.4%(+2.9)

※注釈の無い数値は内閣府「第3回新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の変化に関する調査」2021年6月
( )内は前回調査（2020年12月）からの増減

■地方移住

■二拠点･多拠点居住

■進路希望

分散型社会

東京圏の人で地方移住に関心がある人は33.2%(+1.7)
関心がある人で移住に向け行動をとった人は22.9%(▲4.3)

高校生・大学生等の学生で、感染症拡大前と比較し地方での就職志向が
高まった人は19.5%(▲1.8)

東京圏の人で二拠点･多拠点居住に関心がある人は32.7%

■不安の増加

■地域のつながり

生活の変化

不安が増している人が多くみられるが、若干改善傾向
健康32.4%(▲0,3) 将来全般27.2%(▲2,6) 生活の維持･収入26.7%(▲1.3)

地域のつながりや助け合いが弱体化していると感じている人が31.3%(+2.1)

2020年度GDP ▲4.6% リーマンショックを超える下落（内閣府）
2021年7月2日までで 解雇等見込み労働者約10万9千人（厚生労働省）

17日 本１（２）新型コロナウイルス感染症による主な影響
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データの出典

（１）2040年頃にかけて見込まれる国内の主な変化・課題

人口関連：国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（2017年(平成29年)推

計）」の出生、中位・死亡中位仮定による推計結果

インフラ・維持更新費：国土交通省所管分野における社会資本の将来の維持管理・更新費の

推計（2018年(平成30年)11月30日）

気候変動問題：令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書

大規模地震：内閣府・防災情報のホームページ

感染症のまん延：令和３年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書

（２）新型コロナによる主な影響

GDP：内閣府国民経済計算

解雇等見込み：厚生労働省「新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する

情報について」（2021年7月2日現在集計分）

意識調査：内閣府「第３回 新型コロナウイルス感染症の影響下における生活意識・行動の

変化に関する調査」（2021年6月）



１（３）人口の動向 19

出典：令和３年度版高齢
社会白書
※2015年までは総務省
「国勢調査」、2020年
は総務省「人口推計」、
2025年以降は国立社会
保障・人口問題研究所
「日本の将来推計人口
（平成29年推計）」の出
生中位・死亡中位仮定に
よる推計結果

■日本の人口は減少局面 2040年 11,092万人 2055年 9,744万人（1億人を下回る）

■少子高齢化が進展 高齢化率 2040年35.3％ 2060年38.1％

図表 日本の将来人口推計・高齢化の推移

日 本



■金沢市の人口は減少局面 2040年 41.7万人

■少子高齢化が進展 老年人口2040年14.5万人 高齢化率 2040年34.8％

■年少人口は1980年から減少 2040年4.3万人

■ 生産年齢人口は1990年代から減少 2040年22.9万人 ※数値は社人研推計値

20金沢市

図表 金沢市の総人口・年齢３区分別人口・高齢化率の推移

出典：金沢市人口
ビジョン【改訂
版】(R2,3)
※2015年までは国
勢調査、2025年以
降は国立社会保
障・人口問題研究
所「日本の地域別
将来推計人口」

１（３）人口の動向
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■2020年度の東京都の「転入超過数」は7537人 2019年度から大幅に縮小（▲7万5918人）

■東京圏の転入超過数は2019年度の14万9779人から、2020年度は7万5350人へと半減

■地方移住への関心の変化は、東京圏で27.7％に関心の高まりがみられる。

図表 都道府県別転入超過数

図表 東京圏の転入超過数

図表 地方移住への関心の変化

出典：新型コロナ
ウイルス感染症の
流行と2020年度の
国内移動者数の状
況（総務省）
※住民基本台帳人
口移動報告

出典：新型コロナウイルス感染症の影響下に
おける生活意識・行動の変化に関する調査
（2021.1、内閣府）

関心が高くなった

関心がやや高くなった

東京都23区

東京圏

大阪・名古屋圏

日 本１（４）社会動態



22金沢市

■金沢市は2008年以降転入超過であったが、2018年以降はわずかに転出超過

■年齢階級別の社会動態では、「20-24歳」の転出超過の傾向が顕著

図表 金沢市社会動態の推移

出典：金沢市人口
ビジョン【改訂
版】 (R2.3)
※2018、2019は
金沢市統計書

図表 金沢市全体の年齢階級別社会動態（2010 年→2015 年）

出典：金沢市人口
ビジョン【改訂
版】(R2.3)

１（４）社会動態
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■日本の出生率は低下を続け、先進国の中でも下位。

■日本の高齢化率は1990年以降上昇率が高く、先進国の中で最も高い。

（出所）世界の統計2021より作成

図表 主要国の出生率の推移

図表 主要国の高齢化率の推移

世 界１（５）少子高齢化



出典：全国（国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口（中位推計値））、石川県（人口・世帯-人口-石川県の年齢別推計
人口-2020年［令和2年］）、金沢市（住民基本台帳人口（6月1日現在）より作成

■金沢市の合計特殊出生率は長期的

に低下傾向にあったが、2005年

より上昇に転じ2018年は1.48。

■人口構造は全国と比べ70～74歳の

層が多い。2025年には団塊の世代

全体が後期高齢者になる。

【全国】

-10,000-5,00005,00010,000

0～ 4

10～14

20～24

30～34

40～44

50～54

60～64

70～74

80～84

90～94

100～

男 女

6,000 4,000 2,000 0 2,000 4,000 6,000

（千人）

- 50 000- 25 000  0 25 000 50 000

0～ 4

10～14

20～24

30～34

40～44

50～54

60～64

70～74

80～84

90～94

100～

男 女

50 25 0 25 50

（千人）

- 20 000- 10 000  0 10 000 20 000

0～ 4

10～14

20～24

30～34

40～44

50～54

60～64

70～74

80～84

90～94

100～

男 女

20 10 0 10 20

（千人）

図表 人口ピラミッド比較（2020年）

【石川県】 【金沢市】

図表 出生、死亡、合計特殊出生率の推移（金沢市）

石川県日 本 金沢市 24１（５）少子高齢化



25

■世界経済はリーマンショック後に持ち直し、成長を続けていたが、新型コロナウイルス感

染症拡大により、再度大きく下落。

■日本においても世界全体や先進国と同様の傾向にあるが、成長率については低調。

■石川県の成長率については、日本を上回る傾向。

（出所）IMF世界経済の見通し（2021年4月）、県民経済計算石川県（2018）より作成
※2021年以降は推計値
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-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

世界 先進国 日本 石川県

図表 実質総生産成長率の推移

世 界 石川県１（６）経済成長



図表 石川県内総生産の推移

図表 日本の実質GDP成長率の寄与度分解

出典：県民経済計算（2018）

出典：令和元年度版
労働経済の分析
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■2018年の実質GDP成長率は、民間

総資本形成や民間最終消費支出が

プラスに寄与した結果、2012年以

降７年連続でプラス成長。

■県内総生産は2014年以降0～2.8％

の低成長。第3次産業が中心。第2

次産業は微増傾向。

日 本 26石川県１（６）経済成長
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■日本の二酸化炭素排出量は近年減少傾向にあり、地球温暖化対策計画の2020年度目標は

達成する見込み。

気候変動 世界
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※地球温暖化対策計画

2020年度目標
2005年度比
-3.8%（※）

出典：国立環境研究所 2019 年度（令和元年度）の温室効果ガス排出量（確報値）

図表 各温室効果ガスの排出量の推移（日本）

日 本１（７）地球温暖化・気候変動



■金沢市の二酸化炭素排出量は減少傾向が

みられる。

■一人あたりの温室効果ガス排出量は、全国

と比較し約３割少ない。

■金沢市の平均気温は上昇傾向にある。

日最大降水量は50～180㎜。
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図表 金沢市の二酸化炭素排出量 図表 金沢市の日平均気温、日最大降水量の推移

出典：金沢市ホームページデータを基に作成 出典：金沢地方気象台データより作成

出典：金沢市ホームページ

図表 人口一人あたりの温室効果ガス排出量（2018）

金沢市 28１（７）地球温暖化・気候変動
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■金沢市の二酸化炭素排出量は約340万tco2であり近年減少傾向。平均気温は上昇傾向。

■まちなかの交通手段は45％が自動車、リサイクル率は全国平均よりも低い。

環境編

出典：金沢SDGs IMAGINE KANAZAWA 2030 公式ホームページ

金沢市１（８）ＳＤＧｓに関する指標



■町会参加率は69%、30年間で10ポイント減。管理職に占める女性の割合は全国平均に

近い。

■障害者の法定雇用を守っている企業は約半数。1人当たり付加価値は増加傾向にあり、

全国平均に近づきつつある。

社会編 経済編

金沢市 30

出典：金沢SDGs IMAGINE KANAZAWA 2030 公式ホームページ

１（８）ＳＤＧｓに関する指標



２．金沢市の主な取組

31



■金沢市は本州のほぼ中心に位置し、人口 約45万人（※）、面積 約469㎢の中核市であり、

３つの台地と、２本の川を骨格とし、豊かな自然に恵まれている。

（※住民基本台帳 449,999人（R3.6月現在）、国勢調査 463,583人（R2速報値））

■藩政時代にまちの礎が築かれて以来、戦災や大きな災害に見舞われたことがなく、

歴史的街路やまちなみが色濃く残る伝統と歴史のある都市。

■古いものと新しいものが同時に共存し、互いに刺激しあい、磨き高めあうことで

発展してきた重層性がある。

■金沢はクラフト分野で認定された創造都市として、文化のビジネス化、人材の育成、

世界への発信というそれぞれの観点から３つの将来像を掲げる。

32

※藩政時代の絵図（左）と現在の写真（右）

旧市街地

２（１）金沢市の概況



金沢の伝統工芸

※金沢箔（左上）、加賀友禅（右上）、
大樋焼（左下）、加賀象嵌（右下）

３つ星街道

※金沢・五箇山・白川郷・高山・松本を結ぶ
エリア、ミシュラン・グリーンガイド・
ジャポンの３つ星観光資源が集積

自治の伝統

※自治会による自主的な防災活動
の様子

■伝統工芸をはじめとする独自の産業構造を有しており、人、モノ、情報が連関する

多くの地域産業がある。

■学術・文化の拠点性を有するとともに、建築の魅力や現代美術などの面においても

新たな創造性を育んでおり、観光拠点として国内外との交流を活発にする潜在力を保持。

■藩政時代から培われた自治の伝統があり、市民はまちへの強い愛着と連帯意識を持ち、

町会や公民館の地域活動をはじめ、福祉活動や地域の消防団を核とする自主的防災活動

などに息づく。

■ 2015年北陸新幹線金沢開業により、東京までの移動時間が約２時間半に短縮され、

交流人口が増加。

33２（１）金沢市の概況
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■世界の交流拠点都市金沢 重点戦略計画（2014.2）

交流拠点都市金沢をめざし、歴史や伝統、学術、文化などの個性を大切にしながら、市民が

常に誇りを持ち、新たな価値を創造し続ける都市としての機能強化を図る。

２（２）世界の「交流拠点都市金沢」をめざして



■金沢市ＳＤＧｓ未来都市計画（2020.9）

金沢市、国連大学IAS OUIK、金沢青年会議所が協定を締結し

共同で取組を推進。

■ＳＤＧｓ未来都市・自治体ＳＤＧｓモデル都市に選定

（2020.7）

ＳＤＧｓ未来都市の中で、先導的な取組として選定。

金沢ＳＤＧｓ「５つの方向性」

①古くて新しくて心地よいまち

自然、歴史、文化に立脚したまちづくりをすすめる

② “もったいない”が ないまち

環境への負荷を少なくし資源循環型社会をつくる

③子供がゆめを描けるまち

次代を担う子供たちの可能性を引き出す環境をつくる

④働きがいも、生きがいも得られるまち

誰もが生涯にわたって学び活躍できる社会風土をつくる

⑤新しいもの、ことを生み出すまち

文化や産業に革新的イノベーションが起きる仕組みをつくる

35２（３）ＳＤＧｓの推進



■金沢市新産業創出ビジョン（2018.10）

Sosiety5.0、AI、IoTの動向を見据えた新産業創出

■金沢市ICT活用推進計画（2019.2）

電子申請システムやRPAの導入

■金沢市デジタル戦略（2021.3）

行政からのデジタル変革を２年間で集中的に実施

｢誰ひとり取り残さないデジタル戦略都市･金沢」

［１］新しい生活様式における行政サービスの提供

行かなくてもいい市役所に！ 書かない、持たない市役所に！

［２］職員の働き方を改革するスマートワークの実践

紙からデジタルに！ いつでもどこでも働ける！ 単純作業を全て自動化！

［３］地域社会におけるデジタル化の促進

データで市民自ら地域課題を解決 オンラインでコミュニティがつながる 等

［４］デジタル社会の担い手の育成

全ての人がデジタルを実感！ 職員一人ひとりが市役所を変革！

［５］デジタル化を実現するための環境整備

様々なデータを誰でも自由に活用！ データを見える化し市民生活に活用！

36２（４）デジタル化の推進



■金沢市持続可能な観光振興

推進計画（2021.3）

北陸新幹線金沢開業（2015年3月）後の

国内外からの旅行者の増加による市民生活

への影響や、新型コロナウイルス感染症の

影響による観光のあり方の変化をふまえ、

市民生活と調和した、持続可能な観光振興

を推進。

市民と旅行者が共感を深め、「ほんもの」を未来へと紡いでいくまち

基本戦略１ 市民と旅行者の相互理解促進

基本戦略２ 魅力あるコンテンツの磨き上げ

基本戦略３ 快適に観光できる環境の充実

基本戦略４ 観光マネジメント体制の強化

基本戦略５ 国内外からの誘客促進に向けた

情報収集と発信

37２（５）持続可能な観光振興の推進



文化芸術にさらに磨きをかけ、未来へつなぐ世界の文化都市 金沢

将来像１ 文化芸術の薫るまち

文化芸術の継承・発展、芸術に親しむ機会の創出、文化芸術資源の活用

将来像２ 文化芸術を育むまち

文化芸術の人材育成、文化芸術の裾野拡大

将来像３ 文化芸術を支えるまち

文化芸術関連施設の整備、文化芸術に関わる環境整備

将来像４ 文化芸術を誇れるまち

多様な文化芸術の醸成、国内外に向けた交流・発信

■文化創生新戦略2020（2016.3）

文化芸術の交流・発信拠点となり、文化都市としての

世界的な存在感を確立するための指針。

■金沢市文化芸術アクションプラン（2021.3）

伝統文化の継承・振興と担い手の育成、新たな文化の

醸成・発信を図るとともに、文化芸術の多様な価値

（本質的価値及び社会的・経済的価値）を活かした

実践的な文化芸術政策を展開。

38２（６）文化芸術政策の推進



■金沢市地球温暖化対策実行計画（2021.2）

市民・事業者・行政がそれぞれの役割と責任を持って
温室効果ガスの削減と気候変動への適応に取り組むと
ともに、各主体が連携・協力した取り組みを進め、金沢
らしい持続可能な社会の実現をめざす。

■金沢市役所ゼロカーボン推進計画2021（2021.4）

金沢市役所の事務事業による温室効果ガス排出量を削減
するため、率先して具体的な施策に取り組むことにより、
金沢市全体の温室効果ガス排出量削減に寄与。
（「地球温暖化対策推進法」に基づく地方公共団体実行計画）
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未来につなげる“ゼロカーボンシティかなざわ”をめざして

～温室効果ガスの削減による持続可能な社会の実現 ～

［削減策］基本方針１ 再生可能エネルギー等の利用推進と限りある資源の有効活用

基本方針２ 環境負荷の少ない日常生活や事業活動への転換

基本方針３ 公共交通の利用と歩けるまちづくりの推進による、

人と環境にやさしい交通環境の構築

基本方針４ 廃棄物の発生抑制、再使用、再生利用による循環型社会の形成

［吸収策］基本方針 森林の再生と緑化の推進による 吸収源の確保と熱環境の改善

［適応策］基本方針 気候変動による影響の把握と適応の推進

２（７）脱炭素社会の実現



３.「ものづくり」の本市の状況

（地域産業・働き方等）
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３（1）商業環境の現況・計画

■商店数、販売額、従業員数における金沢市の県内シェアは卸売業で7割前後、小売業で

4割前後である。

出典：平成28年経済センサス活動調査（上、下）

出典：平成28年商業統計調査
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３（1）商業環境の現況・計画（商店街）

■商店街組織は、まちなかを中心に56団体が存在しており、商店街連盟には、38団体が加盟

している。商店街が独自に実施する事業に対し、金沢市は支援を行っている。

出典：金沢市商工業振興課



43金沢市の商業環境の形成

■金沢市商業環境形成指針及び金沢市商業環境形成まちづくり条例（2020.4改定）

既存の商業集積や地域特性に基づきながら、7種類のゾーニング設定を行い、商業機能の
立地誘導を行い、良好な商業環境の形成によるまちづくりを推進し、個性豊かで住みよい
都市環境の形成を図っている。
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３（２）地域産業の現況・計画（市内製造業の推移）

■リーマンショック（平成20年）以降、市内の事業所数は減少傾向。従業者数、製造品

出荷額等は、平成28年には同水準までに回復。

■業種別では生産用機械が増加傾向にある。

【市内製造業の事業所数、従業者数、製造品出荷額等の推移】

出典：金沢市ものづくり戦略2015改定版



45

３（2）地域産業の現況・計画（産業別推移）

■市内の第２次産業の事業所、従業者数については微減傾向であり、全産業に占める割合は

概ね16%で、第３次産業の比率が高まる傾向にある。

出典：金沢市ものづくり戦略2015改定版
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３（2）地域産業の現況・計画（産業分類別就業者）

■産業分類別就業者割合は、「卸売業、小売業」「医療、福祉」「宿泊業、飲食 サービス

業」において全国や石川県よりも高い。

■年齢構成は、1次産業において60歳以上が約6割を占める。2次・3次産業では、30～40代が

4割以上を占める。

出典：金沢市ものづくり戦略2015改定版
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３（2）地域産業の現況・計画（工業団地の整備と企業誘致）

■交通利便性の高い地区に工業団地を造成。土地取得費や工場建設費の一部、新規雇用に

対して助成する｢企業立地助成金｣制度を設け企業誘致を推進。

■金沢テクノパークでは、高度技術産業や試験研究開発機関など付加価値の高い都市型産業

にふさわしい創造拠点として優遇措置を設けた結果、日機装(株)や横河電機(株)など、

医療・環境関連企業が立地。

出典：金沢市ものづくり戦略2015改定版



48ものづくり産業の振興

■金沢市ものづくり基本条例（2009.3）

■金沢市ものづくり戦略2015（2021.3改定）
ものづくりのまちとしての伝統と誇りを継承発展させることにより、本市の健全かつ持続的な

発展に寄与する。



49ものづくり支援

■ものづくりサポート拠点
中小企業の振興・活性化、異業種交流、人材育成、起業支援、新産業の創出等を支援する

ための拠点施設を整備・運営。

金沢市異業種研修会館 金沢市ものづくり会館

ＩＴビジネスプラザ武蔵 金沢未来のまち創造館

中小企業の振興・活性化を目的
とし、異業種交流や研修等の場
として活用されている。高等教
育機関の集積を活かした産学連
携推進の拠点として「産学連携
ものづくり技術交流塾」を開催
しているほか、市内ものづくり
企業の新製品開発や技術相談の
窓口も開設している。

工業集積の進む金沢港周辺の
北部地区を中心に、産学連携
や異業種連携、近隣で生産さ
れている農業関係の交流・研
修の場として活用されるほ
か、市民の交流の場や防災機
能も兼ね備える。

IT、デザイン、映像などの分野で
ビジネスを始めようとしている起
業家、創業間もない事業者向けに
ハード、ソフトの両面でサポート
するインキュベーション機能を
担っている。コワーキングの場と
しても使用できるほか、日々多彩
なイベントが開催され、さまざま
な人々が集い、いろいろな「出会
い」をうみだす交流の場となって
いる。

最先端技術を活用して新たな
ビジネスを展開する者や金沢
固有の文化である食と工芸
(KOGEI)に付加価値を生み出
す者を支援するとともに、独
創的で卓越した知識及び技能
を持つ子どもを育成すること
により、新たな産業の創出と
未来で活躍する人材の輩出を
図ることを目的としている。



50新製品開発の促進

■金沢かがやきブランド認定製品（2006～）

新製品の開発を促進し、ものづくり産業の振興を図るため、市内中小企業者等が技術力や

独創的なアイデア等を活かした新製品で、優秀と認められるものを「金沢かがやきブランド」

として認定。平成18年度からこれまでに149製品、うち14製品を「大賞」として認定。

■金沢かがやきブランドPR
認定製品を有する企業で構成する「金沢かがやきブランド情報発
信チーム」でPR活動を行う。

県外で開催された見本市への出展認定製品体験会の開催

金沢かがやきブランドを巡る旅の開催観光案内所での認定製品の展示

■令和２年度の認定製品の一部

金澤夏おでん（上）、KAMAHACHI Kenzan（下）



３（2）地域産業の現況・計画（クラフト創造都市）

■金沢の伝統工芸品産業は、藩政期以来400年以上に渡り受け継がれ、市民の生活と文化・

経済を支えてきた。

■ 2009年には、ユネスコ創造都市ネットワークに世界で初めてクラフト分野で登録される

など、「手仕事のまち 金沢」を発信している。

金沢箔 加賀友禅 金沢漆器

九谷焼
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文化とビジネスをつなぐまち
（文化のビジネス化）

創造の担い手を育てるまち
（人材の育成）

世界を引きつけるまち
（世界への発信）

1

2

3

創造都市・金沢が目指す将来像

加賀繍 金沢仏壇

国指定伝統工芸品



52工芸の振興

■金沢ＫＯＧＥＩアクションプラン（2021.3）
工芸が日々の暮らしに息づき、手仕事の技能と知恵を継承・発展させるとともに、心を動かす

新しい工芸を創造し、世界を引きつけるまちを目指す。

作り手と使い手を育み、
未来へ継承・発展させる
世界の工芸都市 金沢

将来像1 工芸が息づくまち

市民生活の中に格調高い技と美に対する豊かな感性を育んできた歴史

的背景を大切にし、工芸が暮らしに息づくまちを目指します。

将来像2 工芸を育むまち

工芸に携わる「作り手」「使い手」「つなぎ手」が連携し、工芸を金

沢のまち全体で育てる仕組みを作り、工芸を育むまちを目指します。

将来像3 工芸が世界に羽ばたくまち

工芸に関するビジネスが集積し、世界の工芸との交流が生まれ、金沢

から世界へと工芸が羽ばたくまちを目指します。

将来像3 工芸を未来に伝えるまち

何世代にも渡り受け継がれてきた技術を継承するとともに革新を加え

ることで、未来に向けて新しい工芸を創造するまちを目指します。



53創造の担い手育成

■人材育成機関
全国的にも珍しい市立の美術工芸大学をはじめ、金沢卯辰山工芸工房や金沢職人大学校

など、技術の伝承と人材育成の拠点施設を開設するほか、子供の頃から工芸に親しみを
持てるよう子ども塾等を開催。

金沢美術工芸大学 金沢卯辰山工芸工房

金沢職人大学校 子どもマイスタースクール、金沢工芸子ども塾

戦後間もない昭和21年に、金沢
美術工芸専門学校として発足
し、これまでに多くの人間国宝
や第一線で活躍するクリエイ
ターを輩出。学内には美術工芸
研究所が設置され、漆・木工、
染織、陶磁、金工の分野で工芸
を継承・発展させる人材を育成
し、地元の産業界との連携を強
化している。

市制100周年を記念し、1989年
に設立された「金沢卯辰山工芸
工房」では、陶芸、漆芸、染、
金工、ガラス工房のそれぞれで
２～３年間の研修を行い、工芸
の担い手を養成。
修了生には市内におけるアトリ
エや工芸ショップ開設などの支
援を行っており、これまでに海
外からの研修生も在籍。

金沢に残る伝統的で高度な職人技
能を守り伝えるために、1996年
「金沢職人大学校」が設立。本科
の石工、瓦、左官、造園、大工、
畳、建具、板金、表具の９コース
で、基本的な技能を身につけてい
る中堅職人が学んでいる。
1999年には更なる実習の場として
新たに修復専攻科を設け、修了生
たちは市内の金澤町家や寺社、茶
室などの修復を手がけている。

子供の頃から、ものづくりの
楽しさを体験することを通じ
て、職人技への興味を喚起す
る「金沢職人大学校子どもマ
イスタースクール」や将来の
工芸家の発掘と育成をめざす
「金沢工芸子ども塾」などを
開講。



54文化芸術の創造

■文化芸術の創造発信拠点

市民の芸術活動を支援するほか、金沢の工芸やデザインに刺激を与え活性化し、新しい

ものを生み出す土壌を育む拠点を設置。

金沢市民芸術村 金沢２１世紀美術館

紡績工場跡地の煉瓦造りの倉庫群を改修し、1996年に
「金沢市民芸術村」が誕生。ドラマ工房、ミュージック
工房、マルチ工房、アート工房が設けられて、市民の芸
術活動のために自由に利用できる創造空間として「１日
24時間、１年365日」開放している。

2004年に、丸い独特の外観をもつ「金沢21世紀美術館」が
まちの中心部にオープン。この美術館では、現代アートと
みなせる工芸作品も積極的に収集しており、伝統に革新を
加える新たな文化の創造と発信の拠点として、年間200万人
以上の人が訪れており、新しい文化の創造とまちの賑わい
創出に大きな役割を果たしている。



新産業の創出

■金沢市新産業創出ビジョン（2018.10）

歴史に裏打ちされた産業分野での創造力、伝統工芸から現代美術の幅広い分野を網羅する
文化力、高等教育機関が集積する知力など、金沢が持つ資産やポテンシャルを最大限に活用
し、第４次産業革命に対応した新産業の創出を目指す。
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既存の市有施設等を活用した新たな価値創造拠点の整備

地場企業・起業家の第４次産業革命への対応支援

世界を視座にビジネス展開のチャンス提供

市民生活へのＡＩ等技術の実装

デジタル情報時代を担う子供の育成

Project １

Project ２

Project ３

Project ４

Project ５



価値創造拠点

■「金沢未来のまち創造館」の開館（2021.8）

「スタートアップ・新ビジネス創出」、「子供の独創力育成」、「食の価値創造」を

３つの柱に事業活動を展開し、新たな産業の創出と未来で活躍する人材の輩出を図る。
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スタートアップ・新ビジネス創出 子供の独創力育成 食の価値創造

最先端技術を活用した新たなビジネス
を展開する方や食・工芸に付加価値を
生み出す方を支援し、世に新たな価値
を発信できるスタートアップや新ビジ
ネスを創出。

子供の個々の興味を引き出しながら、
独創的なアイデアを育むとともに、
そのアイデアを主体的に形にするため
の活動をサポートし、未来で活躍する
人材を育成。

職人の技術伝承や新たな調理法の開発
などにより、食の持つ可能性を探求す
るとともに、フードテックの普及啓発
や食品ロスの削減を推進し、本市の食
に新たな価値を創造。
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３（3）観光施策の現況・計画（観光の現況）

■平成27年の北陸新幹線金沢開業後は、旅行者数は 1,000 万人以上を維持。

■日本人旅行者の金沢へのリピート率は58.0％とリピーターが半数以上を占める。

■宿泊日数は、日本人旅行者では、1泊が7割以上、外国人旅行者は２泊が約４割、

１泊が３割を占めており、長期滞在が課題 。

金沢地域の観光入込客数

出典：「統計からみた石川県の観光」

出典：令和2年金沢市観光調査結果報告書



３（3）観光施策の現況・計画（観光の現況）

■主要観光施設の年間利用者数は、新型コロナウイルス感染症の影響により、約5割減少した。

■北陸新幹線金沢開業後、年間宿泊者数及び年間外国人宿泊者数は増加していたが、新型

コロナウイルス感染症の影響により、年間宿泊客数は約4割減少、年間外国人宿泊客数は、

9割近く減少し2012年以降最も少ない。

出典：令和2年
金沢市観光調査結果報告書

新型コロナウイルスの流行北陸新幹線金沢開業新型コロナウイルスの流行北陸新幹線金沢開業

新型コロナウイルスの流行北陸新幹線金沢開業
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■金沢市持続可能な観光振興推進計画（2021.3）

北陸新幹線金沢開業（2015年3月）後の国内外からの旅行者の増加による市民生活への影響
や、新型コロナウイルス感染症の影響による観光のあり方の変化をふまえ、市民生活と調和し
た、持続可能な観光振興を推進。
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持続可能な観光振興の推進

計画の視点

デジタル技術の活用

新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえた取組の推進

効果把握とフィードバック

金沢の観光がめざす姿と戦略テーマ

市民と旅行者が共感を深め、「ほんもの」を未来へと紡いでいくまち



図表 育児休暇取得率（石川県）
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■石川県における一人平均労働時間は、北陸新幹線金沢開業の2015年以降上昇している。

■石川県における年次有給休暇取得率は全国と比較し約７ポイント低い。

■石川県における育児休暇取得率は、全国と比較し女性は高いが、男性は大きく下回る。

図表 平均月間総実労働時間の推移
（石川県、常用労働者30人以上）

図表 年次有給休暇取得率（石川県）

出典：雇用・労働環境等の調査結果（左上、右上、右下）

３（４）働き方の現況・計画



■金沢市の女性の年齢別就業率をみると、30代・40代の子育て期の就業率が高い。

■石川県全体であるが、女性の正規労働者の割合が全国を大きく上回っている。

図表 女性の就業者数・就業率（金沢市）
図表 正規の職員・従業員の割合（石川県）

出典：雇用・労働環境等の調査結果（上・下）

３（４）働き方の現況・計画 61



図表 働き方改革の取組の有無

■働き方改革に取り組んでいる企業は約６割。問題は人手不足、これまでの進め方の

定着、意識醸成が進まない等。

出典：働き方改革に関する
企業アンケート
（2018.8）（上・下）

３（４）働き方の現況・計画 62

図表 「働き方改革」の取組を進める中での問題
（働き方改革に取り組んでいると回答した企業）



63働き方改革の推進

■働き方改革を推進するための関連法律の整備に関する法律の成立（2018.6）

■金沢版働き方改革推進プラン（2019.2）

施策の方向性

(1)生涯現役社会に向けた高齢者の就労拡大

(2) 女性や若者が活躍しやすい環境の整備

(3) 障害者等の就労支援の推進

(4) 就労促進に向けた外国人サポート体制の強化

(5) 各分野での人材・担い手の確保、活用の推進

(6) 労働生産性向上を図る設備・新技術等の

導入促進に向けた環境の整備

(7) 次代を担う人材の育成や働き手の

スキルアップへの支援

(8) 健康経営の普及推進

(9) 長時間労働の是正や処遇改善等向けた

環境の整備

(10) 育児・介護、治療や地域活動等と仕事との

両立に向けた環境の整備

(11) 多様な働き方や職場環境の改善等に

関する普及推進


