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「責任と誇りを持てるまち金沢像」懇話会 



 



は　じ　め　に

 「責任と誇りを持てるまち金沢像」懇話会では、国内における各分野の識者

が参集し、我が国の都市の現状や国内外のまちづくりの潮流など、大局を見

据えながら、金沢の置かれている立場や都市のめざすべき方向性について、

議論を重ねてきた。

　この度、本懇話会での議論を提言としてとりまとめたところであり、今後、

この提言を踏まえ、金沢の皆さんが更なる議論を積み重ね、金沢の新たな

都市像を創りあげていかれることを期待したい。

「責任と誇りを持てるまち金沢像」懇話会

　委　員

藻 谷 浩 介 (株)日本総合研究所 調査部 主席研究員

平 田 オ リ ザ

広 井 良 典

藤 井 聡

劇作家・演出家・大阪大学教授

千葉大学法経学部教授

京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻教授

あん・まくどなるど

小 林 正 弥

西 村 幸 夫

国連大学高等研究所いしかわ･かなざわ
オペレーティング･ユニット所長

千葉大学大学院人文社会科学研究科教授

東京大学副学長・
大学院工学系研究科教授
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１．都市の現状と倫理観 

まちづくりの肝要は、まちを生き物と捉え、いかに元気に、強いものにしていくか

にある。その基本は、数字を見ることである。 
しかし現実には、多くのまちが、郊外に機能を流出させ、どんどん壊れて、また、

近代化とともに品格を失っている。 
一方、都市は高齢化の最先端であり、高齢者の暮らしを支えていかなければなら

ないのは都市である。 
都市の倫理観とは、まちを次の世代にどう残すのか、百年後にどう続けていくの

かを問うことである。同時に、歴史観のないまちは滅びる。金沢は、過去から遺産を

継承しながら、掘り起し、新しい形で生成発展しうるまちである。 
 
２．日本海側の拠点都市としてのあり方 

さらなる発展のためには、早急に新幹線が大阪までつながるべきである。国土の

基礎インフラが整うことで、金沢は、太平洋側の企業のビジネス・コンティニュイティ

（事業継続性）を提供できる。 
一方、都心の埋没は、四百年にわたる投資を失うことである。都心への集中投資

で、内需が強くなる。外部のエネルギーも都心にインストールされる。公権力を強化

することで、品格も保持できる。 
さらに、郊外化の力に対抗できるのは、都市の文化の力である。クリエイティブな

伝統文化は、生きている都心とパラレルである。金沢は、ベースとなる都市構造が変

化していないため、都市計画に伝統を入れ込み、クリエイティビィティとつながった

伝統を発信すべきである。 
また、日本海側の産業は、見事な海岸線や里山の中にある。環境や農業、地域

文化を大事にしながら、産業とのバランスを取るのが 21世紀型の産業である。 
 
３．文化と産業の連環 

芸術文化への投資は、ほとんどが未来への投資だが、効果の発現が、五十年後、

百年後であり、受益者が幅広く、誰の役に立つのかも明確でない究極の公共事業と

いえる。それゆえ、芸術文化活動が停滞すると、百年後の人たちが困る。 
一方、観光とは文化の総力戦といえる。金沢は、東京、さらにはソウルと競わなけ

ればならない。そのためのナイトカルチャーの充実には、綿密なリサーチ、投資判断

が必要である。 
雪に閉ざされた金沢の室内文化に光をあて、雪に付加価値を加えれば、中国、

東南アジア、インドまで、20億人のマーケットが拡がる。 
金沢は、クラフト的伝統、独自の産業構造から、ヒト、モノ、カネが地域で循環する

など、ローカルでありながらも、グローバル化にも対応できるまちである。標準化でき

ない技術は淘汰されない。ローカルの追求が、グローバル化に対する強みになる。
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４．都市外交の戦略 

21 世紀のネットワークは、北前船の文化、19 世紀まで主要幹線であった日本海
側を軸とするものであり、新しい環境の世紀には、そこで形づくられた風景が、日本

の表裏をひっくり返す原動力となる。 
北陸自動車道は、世界に誇る伝統的な文化風景を提供する。中部国際空港から

東海北陸自動車道沿線にも、日本の深い文化があり、新しい日本のゴールデンル

ートになる。そのような風景を残すことは、国際的な責任であり、金沢に拠点としての

役割が期待される。 
金沢には、城下町のフルセットがある。すべてを残し、古いままでもなく、モダンに

してきた都市開発、都市文化は、日本の新しい顔になる。小規模でも新たな動きを

起こす発信力のある国際会議を開くことが重要である。 
 
５．人づくりと自治体マネジメント 

自治体は、財源が減っていく中、仕事量も増えるため、できることを限定し、やる

べきことを「しない」という風潮が見られる。 
しかし金沢は、都心の細部に精力を集中し、時間をかけて、まちをつくってきた。

それは、つなぐべきレガシーであり、意識化しなければならない。 
また、武家時代以降、最も長い自治の伝統を有する。市民の自治意識をさらに育

むためには、より高い意識を持って公共的な事柄に関心を持てるような「熟議」の場

が必要である。 
一方、若い世代を中心に、コミュニティへの参加が薄い層が増えているが、彼らを

ドロップアウトさせることは、社会的なリスクにもなる。経済原理や効率性を超えて、

彼らのコミュニケーション能力を高めることが必要である。 
愛郷心を社会教育に取り入れるなど、若い世代と伝統をつなぐ回路をつくるべき

である。ただし、伝統は、新しいコミュニティの足かせにもなる。重層的なコミュニティ

の確保が大切で、世代を超えて、他者がふれあうことができる社会包摂の場の提供

が求められている。 
 
６．人と自然が共生する環境都市としての可能性 

この 100年で、地球の海の水温は平均で 0.5℃上昇しているのに対し、日本海は
平均 1.2℃上昇している。 
エコロジカル・フットプリント（人間活動が環境に与える負荷）やフードマイレージ

（食糧輸送距離）の削減、生物多様性の保全が必要である。 
原料の生産から加工、消費までを見据えた統合的な政策を展開することが重要

である。それは、都市と農山村の結びつきを取り戻すことでもある。 
自分たちのエネルギーを自分たちでつくるというエネルギー自己統治という考え

方もあり、金沢がこのモデルになれば素晴らしい。 
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京都大学大学院工学研究科
都市社会工学専攻教授

 (株)日本総合研究所 調査部 主席研究員

ワタミ(株)取締役会長 渡 邉 美 樹

藻 谷 浩 介

藤 井 聡

千葉大学大学院人文社会科学研究科教授 小 林 正 弥

広 井 良 典千葉大学法経学部教授

劇作家・演出家・大阪大学教授 平 田 オ リ ザ

西 村 幸 夫
東京大学副学長・
大学院工学系研究科教授
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あん・まくどなるど 委員 
（国連大学高等研究所いしかわ･かなざわオペレーティング･ユニット所長） 

 
三年前に金沢の東山に町家を借りて暮らし始めた。その前は、東北の農村に

暮らしており、そこから全国各地を見て歩いた。 
金沢の第一印象は、「歴史観のある街」である。今を生きることは大切であり、

未来を生きることも大切であるが、歴史観のない街は滅びると思っている。金

沢には歴史観がある。それを大切にしていくことが重要である。 
海外から外国人が日本をみるとき、他にないユニークさを求める。そのユニ

ークさのなかには必ず「歴史」が入ってくる。 
北陸は「裏日本」と言われることもあるが、本来は日本海が日本の玄関であ

る。歴史ある本来の玄関といえる。それを誇りに思うべきである。 
観光客の友人を国外から連れてくることがあるが、越後湯沢から日本海に向

かっていく旅行は最高のルートである。金沢はマスツーリズムではなく、もう

少し贅沢な旅をする人にフォーカスしてもよいのではないか。 
先日も東京から遊びに来た友人を案内したことがあった。金沢の後、京都へ

行き、最後に東京に戻った。４日間の行程のなかで、金沢の評価がもっとも高

かった。金沢は手頃な価格でちょっとした贅沢ができる。金沢で１万円で味わ

う夕食は、味だけでなくしつらえも贅沢である。京都ではそれが倍の価格とな

り、東京ではもっと高くなる。ちょっとした贅沢を味わうとすれば、金沢は最

高である。 
 
歴史ある金沢が提供できるコンテンツは、他にも素晴らしいものが多い。 
金沢で、国連の生物多様性国際会議のワークショップを開催した際、昼は金

沢市文化ホールで会議を行い、夜は料亭で食事をとった。小さな 30～40 人程度

の会議であったが、参加者の評判が非常によく、会議の成果も高まった。この

ような小さな国際会議で重要な決定がなされることも多い。今回の会議では、

インドで開催される次の COP11 の海洋生物多様性議論のベースがつくられた。

何百人の国際会議もよいが、このような小規模でも重要な会議が金沢で行われ

ていることを発信していくこともできるのではないか。 
国際会議を開催するとき、無線ＬＡＮは不可欠だろうし、そうしたインフラ

を整備することも重要である。しかし、金沢には簡単にはつくることができな

いものが既にある。それを、金沢に住んでいる人たちが見えなくなっていると

いう問題もあるのではないか。 
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国連大学高等研究所いしかわ・かなざわオペレーション・ユニットでは、生

物多様性と文化についての研究を行っている。人間の文化は生物多様性から生

まれてくるものであるため、両者をいっしょに考えていく必要がある。 
金沢は文化と生物多様性が密接に関わっており、そこに着目している。例え

ば、生物多様性のなかで大きな課題となっているのは、種の多様性であるが、

その意味で、加賀野菜はとても興味深い事例である。金沢にはそのような事例

がたくさんある。 
昨年、国連の生物多様性年のクロージングイベントを金沢で開催したことに

あわせ、四季を通じた金沢の生物多様性と文化との関係性に関するドキュメン

タリー映像を作成した。今後は研究プロジェクトとして展開していく予定であ

るが、これまでの生物多様性研究は、理系のものが多かった。金沢のように、

生物多様性と文化とを関連づけて研究しているところは他にないため、注目度

も高い。 
毎年、金沢 21 世紀美術館で環境映画祭を開催しているが、このような活動を

通して、市民の方々が金沢で環境問題を考えて頂くきっかけになればと考えて

いる。 
 
また、「統合性」のあるまちづくりが重要だと思っている。多くの都市で、Ａ

の取組みが重要である、Ｂも重要、Ｃも重要だとするとき、それぞれがバラバ

ラに行われるということが見られる。ＡやＢやＣは個別に取り組むのではなく、

統合性のある全体像を考えながら行われるべきではないかと思う。 
例えば、金沢はクラフト都市として、ユネスコのクリエイティブシティの認

定を受けている。そのため、金沢市はクラフトに力を入れており、伝統文化や

職人を支えようとしている。 
その一方で環境問題は重要である。これからの地球を考えるとき、都市であ

ろうが田舎であろうが温暖化し、気候変動が悪化していくに違いない。地球全

体の海水温が 100 年間で平均 0.5℃上昇しているといわれているのに対し、日本

海では平均 1.2℃上昇しており、急激に温暖化しているといえる。今後急速に、

金沢をはじめ、その周辺に大きな影響が生じる可能性が大いにあると思う。そ

のため、環境問題では、エコロジカル・フットプリントを少なくしていくまち

づくりや、温室効果ガスの削減、生物多様性の保全、フードマイレージの削減

などを考えていく必要があるだろう。 
そのような背景でクラフトを考えるとき、単にクラフトを売るだけでなく、

生産から消費、販売までを、環境政策と絡めて考える統合的な政策があっても

よいのではないか。 
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例えば、漆工芸は大切にされているが、椀をつくる木材は海外からやってく

る。金沢市の面積の約６割は森林であるが、不在地主が多く、森林問題は金沢

市にとって大きな問題となっている。杉林のプランテーションだけでなく、ク

ラフトとつなぐ森林保全政策があってもよいのではないか。生物多様な森林づ

くりを考える際には、育てるだけでなく、育てたものを使う仕組みまで考える

必要がある。 
また、食糧自給率を上げることは、フードマイレージやエコロジカル・フッ

トプリントを削減することにつながるが、単なる食料生産ではなく、加賀野菜

づくりのようなクラフトとつながる統合的な政策づくりが考えられるのではな

いか。 
資源管理とクラフトづくりに関するいくつかのモデルがつくれるとよい。そ

うすることで、フードマイレージの削減と文化への貢献を同時に果たすことが

できる。 
エコロジカル・フットプリントを何割くらい減らすのかといったことは、ど

の都市もやっていない。金沢は、これから発展していく都市のモデルになりう

る。民間では既に、生産から消費までを一貫して行おうという取り組みも行わ

れている。地元で椎茸を栽培している農家の男性がワークショップに参加され

ていたが、とても面白い実業家であった。このような地元を支えている方々と、

研究者がいっしょになってできることがまだまだあるのではないだろうか。 
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小林 正弥 委員 
（千葉大学大学院人文社会科学研究科教授） 

 

「世代継承生成的都市・金沢のビジョン 

－グローカルな善隣・自治・福祉環境平和都市－」 

 
マイケル・サンデルをはじめ、コミュニタリアンと呼ばれる哲学者は、コミ

ュニティの共通性や倫理的な「善」を強調する政治思想、政治哲学を展開して

いる。コミュニタリアリズムというこの思想で金沢をみると、金沢は、ユニー

クな取り組みを展開しており、コミュニティの個性ある姿を展開していく可能

性を持っている。 
コミュニタリアリズムでは、人間の人格に着目しながら、権利だけでなく責

任も重要であると主張している。また、美徳をもつということ、それに対する

誇りを重視している。そのため、「責任と誇りを持てるまち金沢」という考え方

は、コミュニタリアンにとって共感する部分が多い。 
公共哲学の概念のひとつとして、「世代継承生成性（generativity）」という考

え方がある。これは、前の世代から次の世代、さらにその次の世代へと継承す

る連続性を強調するとともに、新しいものを生み出していく（生成する）こと

が重要であるとする考え方である。伝統の強調と、伝統から離れた革新を強調

する思想とがあるが、私たちは、両方がバランスを持ちながら発展していくこ

とが大切だと考えている。金沢の街は、そうした思想が色濃くある街なのでは

ないかという印象を持っている。そこで、「世代継承生成的都市」として発展さ

せていったらどうだろうか。 
伝統や文化を重要視しつつ、新しい時代の要請に応えるような「世代継承生

成的都市」として金沢を発展させるために、公共哲学から４つほど提案したい。 
ひとつは、金沢のコミュニティの意識を持続させつつ、「グローカル」なコミュ

ニティという考え方に発展させることである。近代以降、ナショナルな国民が

重視されてきたが、最近は、「トランスナショナル」ともいえる国境を越えた交

流や心理的な意識が重要となっている。アジア的な意識、地球的な意識をもつ

ということは、新しい時代の要請だろう。その一方で「ローカル」な愛郷心は、

今後さらに重要になると思われる。例えば、金沢を愛する心。それはどんどん

強調されるべきだろう。 
そこで、トランスナショナルな意識を持ちながら、同時にナショナルな日本

という意識、そしてローカルな愛郷心をもつという「多層的なアイデンティテ

ィのあり方」が 21 世紀の考え方なのではないかと思う。地球、そして日本の中
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の金沢というコミュニティというように、「グローカル都市・金沢」という性格

を打ち出し、金沢市の社会教育にもグローカルなコミュニティの考え方を取り

入れていかれてはどうだろうか。 
第２点として、精神的・倫理的な思想に支えられた伝統的な善隣館の考え方

を新しく発展させることによって、金沢のコミュニティを持続させつつ活性化

することである。 
金沢でこのようなことが可能ではないかと考えるのは、「善隣館」の伝統があ

り、その伝統を受け継ぎながらコミュニティ活動が展開されているためである。

全国には、市場経済によってスプロール化が進み、コミュニティがガタガタに

されている都市が多い。日本の都市は、いずれもコミュニティの弱体化に悩ん

でいる。金沢では、善隣館にみられるようなコミュニティが健在で、またそれ

を活かす努力もされている。震災以降、コミュニティの再建がますます重要視

されているのではないかと思う。 
先日、金沢の善隣館で関係者の方とお話をする機会があった。金沢は加賀百

万石のイメージが強いが、善隣館を見て強く感じたのは、仏教的な浄土真宗の

伝統であった。善隣館の創設過程のなかで浄土真宗が色濃く影響している。善

隣館関係者の方の家には、子どもの頃から仏壇があり、浄土真宗の考え方を自

然と受け入れている。普段は意識していなくても、周囲の方々のために何かを

してあげなければならないという思いがあって、それが善隣館活動のモチベー

ションとなっている。金沢にはこのような伝統的な文化の力が持続されている

ことを強く感じた。このようななかから、鈴木大拙や西田幾多郎が生まれてい

る。加賀百万石の武家文化も確かにあるが、仏教文化もまた今日の金沢文化を

支えているという認識を新たにした。キリスト教では、福祉活動が伝統的に行

われており、重要なことだとされている。金沢の善隣館は、日本の伝統思想が

社会的な活動に展開した非常に貴重な例のひとつである。仏教的な観点や日本

の伝統文化の観点からの具体的な社会福祉活動の展開であり、誇るべきモデル

である。 
ある善隣館では、老人へのデイケアサービスと幼稚園と保育園をいっしょに

行う子ども園を行っている。現在は、近隣にある小学校や公民館との関係はそ

れほど密接ではないようだが、それらとの関係を密にし、コミュニティ活動全

体として活性化するという発想を持ち、その精神的な中核として善隣館がある

ことで、善隣館が活きてくるのではないかと感じている。 
コミュニタリアリズム的な政治哲学では、特定宗教ではなく、パブリック・

スピリチュアリティやシビル・レリジョン（市民宗教）というように、コミュ

ニティの政治や自治を支える精神的な考え方をその地域において発展させるこ
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とが、平和や福祉を支えるためには必要だという議論が行われている。特定宗

教に依拠せずに精神性を甦らせるためには、哲学は大きな役割を果たす。金沢

市は鈴木大拙館を作り、近隣には西田幾多郎記念哲学館もある。西田は世界的

な哲学者であり、そのような哲学を基礎にして精神性を発展させることも可能

である。そこで、このような文化や哲学を生かしながら、精神性の深化・発展

を企てることが望ましいだろう。 
善隣思想は、コミュニタリアリズムの中心である「善」と「共」という２つ

の思想が体現されている思想であるように感じた。この善隣思想を、金沢のな

かでもう一度再認識し、地域の方々に対する精神的なケアも含めた活動を行っ

ていくことができないか。 
最近は、心の問題を抱えている方が多い。カルト宗教に対する対策も必要で

ある。教育活動や福祉活動と連携し、足りない部分を善隣館が補うかたちがで

きないか。 
善隣館が、精神的な文化を再生する支えとなり、それがさまざまな地域活動

のモチベーションを維持する役割を果たしていくことを期待したい。若者や近

隣の住民のなかには、善隣館について知らない人が増えているとも聞いた。そ

のような方は、家に仏壇があってもそれがさまざまな活動には繋がらない。 
若い世代からみると、伝統やコミュニティが重要であることはわかっているが、

それにどのように関わっていけばよいのかがわからない。そのため、自分の人

生にどのように活かしていけるか、どう関わっていけばよいのかを示す「ルー

ト」や「回路」が大切になる。 
このような回路を作るために、既存の善隣館の活動を補助して活性化させる

とともに、新しい時代のモデルになるような新しい善隣館を作ったらどうだろ

うか。学校と連携し、小中学生がコミュニティ活動を見聞きする経験をつくる

ことや、町会活動や祭りを再興するため、善隣館がその絆になることができる

のではないか。若い人が実際にコミュニティ活動をする、それによって公共的

な意識をもって、自治に関わることができる。その意味でも金沢は、善隣館の

ような伝統を継承しながら、新しいコミュニティを形成していくという点で、

いわば「善隣都市・金沢」という性格を規定して、発展させたらどうだろうか。

これは単に金沢のビジョンのためだけではなく、日本の他の地域にも可能性を

与えることになるだろう。 
第３に、コミュニティにおいて市民が自ら決めるという「自治」の意識を育

むことが重要である。具体的には、市民がより高い公共的な意識を持って市に

関心をもち、行政や政治と話をする「熟議」の場を発展させていくことが考え

られる。制度として熟議の場を発展させていく方法があるだろう。 
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例えば、ある政策に対して、専門家が賛成意見を述べ、別の専門家が反対意

見を述べる。そのうえで、人々が議論をし、その結果を公表するというかたち

で、政策決定の参考にする、という方法である。こういった方法も、公的機関

のひとつのあり方として考えられるのではないか。これは、公共的な教育と同

時に、「自治」を可能にするような仕組みであるといえる。そのような取り組み

は、日本では未だ育っていない。21 世紀の先進的な形態としてありうるのでは

ないだろうか。 
この点においても、金沢は伝統的に重要な遺産を持っている。金沢には一向

一揆による 100 年間の自治の歴史があるからである。武家時代以降、これだけ

長い期間にわたって、武士以外が主体となる「自治」が行われた歴史をもった

街はなく、日本のなかで唯一ともいってよい長い自治の伝統がある街である。

ヨーロッパでは、都市の自治文化が発展して近代の自治につながっているが、

加賀でこうした自治が行われていたことは、掘り起こすべき伝統としてはとて

も大きなものではないか。この事実は、地元の方々もあまり認識されていない

ようだ。 
そもそも、金沢市は歴史的にはこの自治の時代に市の出発点が形成されたよ

うである。そうすると、この時代は金沢の歴史的な起点という意味も持つこと

になる。金沢のような歴史のある街で、新しい遺産を発掘することは思いつき

にくいことであるが、現在の多くの人が思うよりも、金沢にはもっと豊かな遺

産が埋め込まれている。金沢の自治の歴史は、最も誇って良い伝統遺産である。

コミュニティとしての仏教文化があり、そのうえに100年間の自治が行われた。

これが金沢の新しいコミュニティ文化や自治の原点ではないか。現在でも善隣

館は、公民館の募金活動で成り立っている。これは、善隣館は人々の自発的な

意志に支えられているということである。 
新しい自治の例として、金沢市民芸術村も興味深い。金沢市民芸術村は、紡

績会社の倉庫だった場所を活用してつくられた、市民が自由に芸術活動を行え

る場所であるが、行政が運営しているのではなく、市民ディレクターが自発的

な運営を行っている。基本的な自治に委ねられており、さまざまな課題がある

とはお聞きしているが、自治による運営が行われ、行政がそれをサポートして

いるというスタンスである。 
これは、自治が政治だけでなく、文化にも入り込んでいる証左といえないか。

経済や文化をも含めた自己統治の良い例になるだろう。自己統治を文化の領域

にまで発展させ、同時に政治や社会の領域に影響を及ぼしている。伝統的な善

隣館とともに、ここにも新しい自治の発展を感じさせる。 
そこで、「自治都市・金沢」という性格を打ち出して、それを教育・文化や政
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治において展開させていったらどうだろうか。例えば「金沢自治記念館」とい

うようなものを建設して、100 年の自治に関する歴史を展示して歴史的記憶を再

生させたらどうだろうか。そして、善隣館・公民館などと協力して、公民館な

どで熟議民主主義などの試みを行い、新しい時代の自治の先進的モデルを提起

したらどうだろうか。さらに、教育や文化においても、金沢市民芸術村をモデ

ルとして、自己統治の機会や場を活性化させていくことを望みたい。 
第４に、金沢は、環境についても高い関心をもってきた。全国に先駆けて景

観条例を制定したことは非常に素晴らしいことだと思う。コミュニタリアンも、

自己のあり方を考えるということで、「エコロジカル・セルフ」という言い方を

することがある。これは、自分がどんな文化のなかにいるか、どのような環境

のなかにあるかという自覚をもつことが望ましいという考え方である。金沢市

がこれまで培ってきた「善き生」「善き生き方」とはどのようなものであるかを

市民に示し、環境がどのようにあって、これからどのような環境を築いていく

かという意識を持っていくことにつながる。 
環境問題は、大震災や原発災害など非常に重要な問題となっている。エコロ

ジー問題についても自治意識が大切ではないか。エネルギーに関しても、自ら

がどのようなエネルギーを扱っていくのかという自己形成をしていく必要があ

るのではないかと感じている。 
自分たちが使うエネルギーは自分たちでつくるというエネルギー自己統治と

いう考え方がある。金沢市がそのひとつのモデルをめざすことも考えられる。 
 そして、金沢には「平和」についても強い印象を持っている。金沢市は加賀

藩の統治が長く、その間、比較的平和であった。また、第二次世界大戦で空襲

にもあっていない。歴史的にみて、金沢は平和で有り続けたといえるだろう。 
 平和的な都市であることを積極的にアピールしていくことも可能だろう。 
 そこで、善隣館が象徴する福祉の取り組みとあわせると、金沢は、福祉・環

境・平和の３つの柱がすべてそろった独特の文化を持った街であるといえる。

そこで、「福祉環境平和都市・金沢」という性格も打ち出して、これらの先進的

モデルとして発展させていったらどうだろうか。 
 
 このように金沢の歴史や文化を捉え直せば、新しい時代にふさわしい先進的

都市として発展させていくポテンシャルは、非常に大きい。「世代継承生成的都

市・金沢」は、「グローカル都市」「善隣都市」「自治都市」「環境福祉平和都市」・

金沢であり、まとめて言えば「グローカルな善隣・自治・環境福祉平和都市た

る金沢」ということになろう。金沢は、これまでは加賀百万石のイメージが先

行していたが、加賀百万石は幕藩体制ではナンバーワンとは言えない。けれど
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も、例えば自治都市・金沢という歴史の点では、紛れもなく日本のナンバーワ

ンである。このように、金沢は日本の地方都市のなかで、ナンバーワンのアピ

ールができる要素を多く持っているので、それを生かして、「世代継承生成的都

市」として新しい時代に発展させていくことを望みたい。 
 また、本懇話会のような議論や提言は、市民に提示されて生き生きとした議

論を人びとの中に喚起してこそ、本当に意味を持つ。自治都市・金沢という伝

統にふさわしく、このような提言をめぐって市民の間で広範な熟議が行われる

ように、シンポジウムやセミナー、対話型講義など、様々な形で議論や思考の

場が設けられ、新しい金沢のビジョンを多くの人びとが共有してゆくことを願

いたい。 
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西村 幸夫 委員 
（東京大学副学長・大学院工学系研究科教授） 

 
 これまで金沢には何度も訪れてきた。都市計画の典型として金沢に関心があ

るというだけでなく、個人的に金沢をはじめとする北陸の街が好きだというこ

とがある。 
 金沢をはじめとする北陸の街は、他の地方都市と比較して、スプロール化を

感じることが少ない。北陸自動車道を走っていると、風景のなかに立派な建物

が点在し、重厚な建物文化を感じる。他には見られない本当によい景色である。 
 日本海の街の多くは、港に文化がある。それは北前船の文化である。そこに

は立派な港や船主の屋敷があり、それらを核にして街ができあがり、これらの

街が繋がってネットワークを形成している。このネットワークは 19 世紀に形成

された物流ネットワークである。 
 20 世紀は、いわゆる「表日本」と呼ばれるところで、重工業中心のコンビナ

ート型の産業ができあがり、東京から大阪、北九州へ至る都市軸を形成して発

展してきた。これらの都市では人口も増えた。しかしその結果、あれほど美し

かった瀬戸内海の風景が滅茶苦茶になってしまった。この都市軸には、早くか

ら新幹線が通り、高速道路が通っている。これらの新幹線や高速道路から見る

風景と、北陸本線や北陸自動車道から見る風景とは、あまりにも違う。 
 海外からの来訪者にとって、東京から京都・大阪へ向かう観光ルートは「ゴ

ールデンルート」と言われているが、このゴールデンルートを辿る新幹線や高

速道路からの風景の現状を考えると、日本のイメージにとって本当にこれでよ

いのかと感じる。 
 20 世紀型の産業は、重厚長大型の大規模な産業であったが、21 世紀の産業は

そうではないのではないか。日本海側にも産業がある。金沢にもコマツの工場

をはじめ、さまざまな産業が立地している。しかしそれらの産業は、これまで

海を潰すことはなかった。日本海側には見事な海岸線が残っており、里山の風

景が美しい。それらの美しい風景のなかに産業が共存している。その意味では、

日本海側は、環境や農業、地域の文化を大切にしながら、これまでやってきた

といえるのではないか。21 世紀型の産業として、環境と産業のバランスがとれ、

美しい日本の風景を残して発展していくというかたちが望ましいのではないか。

そして、その可能性を残しているのが、金沢を代表とする日本海側の都市なの

ではないかと考える。 
 それは、20 世紀には「裏日本」と言われた言葉を、21 世紀にひっくり返すこ

とでもある。金沢は、この新しい環境の世紀に向かって、「ひっくり返す」大き
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な原動力になれるのではないかと思う。そのために、金沢は、日本海側の代表

として様々な役割を果たすことができるのではないか。 
 
 また、日本の都市の多くは、終戦直前の空襲で徹底的に破壊されてしまった。

戦災都市は 100 を超える。これらの戦災都市が目指さなければならないのは、

都市のなかに魅力的な文化を感じられるような都心の再生ではないか。文化と

は、伝統だけをいうのではなく、食文化や都市型の産業であり、自立した都市

であり、歩いても楽しくいろいろなものがあるということである。都心が生き

延びていくためには、これらの文化の再生が非常に重要だろうと考える。 
 金沢は幸いにして戦災にあわず、都心の文化を継承することができた。その

ため、戦災都市にとって、金沢は都市再生のひとつのモデルであった。しかし、

経済発展にともなって「郊外化」の力が大きくなり、さまざまな問題が生じて

しまっている。 
 都市行政を預かる者にとって、郊外開発は「麻薬」のようだと感じることが

ある。都市郊外には農地が広がっていることが多いが、農地を持っている農家

はその土地を活用したいと考える。郊外開発によって、土地が活用できた農家

は喜び、商業施設や工場の立地によって雇用も発生する。商業施設を利用した

り、働く場を得た若者も喜ぶ。その結果、税収も上がり、良いことばかりが目

立つ。しかし、都市として長期的にみると問題が多い。 
郊外化の一方で都心の経済活動が落ち込んでしまうと、都市全体としての税

収も落ち込む。郊外開発によって進出するのは全国資本の企業が多く、これら

企業は短期的な収益を最大化させることを考える。商業施設や工場が立地して

も、土地を購入するわけではなく、収益が最大化できないと判断すると、すぐ

に撤退する。残された土地は元には戻らない。 
雇用の拡大や税収増は短期的な結果に過ぎない。その一方で、都心には非常

に長期にわたって投資が行われてきた。金沢の場合、まさに 400 年以上にもわ

たって都心に投資されてきたといえる。日本中の都心が、今まさに崩壊しよう

としている。 
この問題は、郊外生活を楽しんでいる人には、なかなか理解してもらえない。

クルマで出かけ、子どもも遊ぶことができ、安全であればいいのではないかと

考える人が多い。郊外生活の良さを超えるものがあるとすれば、都市の文化力

ではないかと感じる。 
都市の文化力を育て、都市再生を図ろうという試みは、これまで金沢が行っ

てきた都市戦略である。金沢には大きな可能性がある。金沢が行ってきたこと

は、都市再生のひとつのモデルになりえると思う。しかし金沢の場合、郊外化
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を抑えようとしても、金沢市だけでは限界がある。周辺の市町が郊外開発を進

めていては意味がない。いかに金沢中心の広域ネットワークのなかでそれがで

きるか。金沢市は金沢都市圏のリーダーとしての役割を担っていくことが重要

だろう。 
さらに金沢は、新幹線開業による都心への影響も考えなければならない。こ

れまでの事例をみていると、新幹線開業後は駅前がひとり勝ちする傾向にある。

金沢でも同様な状況が起きるのではないか。新幹線の開業により駅前に新たな

建物が建設されるだろう。金沢駅前に都心がどのように対抗できるかを考える

必要がある。金沢駅前から観光客を市内各地に引っ張っていく仕組みが必要だ

ろう。まちなかの駐車場対策も考えなければならない。駐車場を集約し都心に

建物を建てることが求められるが、古い建物が壊されてコインパーキングが増

えている。古い建物を使ってある程度の収入が得られる仕組みなどを本気で考

えなければならない。 
 
 また、新しい時代の課題となるが、新しい広域観光のなかで金沢の役割が変

化しつつある。東海北陸自動車道により、太平洋側の高速道路と北陸自動車道

がつながったことによって、新しい観光の流れが生まれている。例えば、中部

国際空港から高山へ抜け、白川郷や五箇山を経て金沢に至るルートがある。金

沢から先は、和倉温泉や加賀温泉郷などの温泉宿泊地がある。日本列島の真ん

中を横断するかたちで日本の深い文化を感じる場所があり、観光ミシュランガ

イドの三つ星観光地が連なっている。 
すでに、新しいルートとして注目され始めているが、このルートのなかで金

沢は重要な拠点になるだろう。海外からの来訪者に、東京から京都を見せるの

ではなく、日本の奥深い文化、風景を見せる。私自身も何度かこのルートで外

国からのお客さんを案内したことがあるが、個人的にも誇らしいものを見せる

ことができる。その意味で、金沢には国際的な観光の責任があると考える。 
また、前述したとおり、現在、海外からの来訪者は、東京から京都・大阪へ

向かうゴールデンルートで動いているが、新幹線の開通によって、今までとは

違う「日本のプレゼンテーション」ができるようになる。京都や奈良とは違う、

城下町という日本の都市のベースを、金沢はフルセットで見せることができる。

武家屋敷や禅の庭、お城というと伝統のなかに、モダンな都市を作り上げてい

る都市開発、都市文化のあり方を、欧米やアジアの人たちに見せることは、日

本にとって重要なことなのではないか。 
 
これまで私は、都市計画のなかに伝統的な要素を取り込んでいくことを考え



 16

てきた。まちづくりにも伝統的なものを活かすことを考えることが多い。 
歌舞伎の人間国宝である故中村富十郎氏とお話をする機会があり、伝統につ

いて深く考えさせられたことがあった。歌舞伎は伝統芸能であるが、パフォー

ミング・アートでもあるため、常に新しいことをやろうとする。しかし、次の

世代に伝えるときには、自分が教えられたとおりに教える。それが「伝統」で

ある。伝統というベースがあって、自分が何かやろうとするときには工夫して

いく。伝統というと、同じものを十年一日のごとく繰り返しているとみられが

ちだが、ベースとなるノウハウや技術のうえに、自分なりの新しい表現や技術

を加えていくことで、新しいエネルギーを保つ。 
金沢の伝統もそのようなものだと考える必要があるのではないか。クラフト

創造都市として、伝統工芸技術のなかから新しい血を補充していく。金沢のま

ちも、全体としての都市構成や武家屋敷などの街並みをベースとして、新しい

建物を加えていく。伝統文化が仕事として成立しているところでは、新しいデ

ザインを考え、商品開発をしている。金沢のデザインのクオリティは高い。こ

のことは、都心部が生きていることとパラレルである。新しいものを加えなが

らも、ベースとしての伝統は次の世代につないでいく。そのように伝統を捉え

ることで、金沢なりの、クリエイティビティ（創造性）とつながる面白い都市

として発信ができるのではないか。 
 
このような金沢の伝統文化は、雪に閉ざされたなかで育まれたものなのでは

ないかという思いを持っている。茶道や華道、食文化も、室内のなかで日本人

の感性が花開いたものである。雪国の生活は大変だと言われるが、それがこれ

だけの文化を育んできたのだという発想の転換をすると、面白い情報発信がで

きるのではないかと思う。 
 
また、加賀百万石だけが金沢の伝統ではない。北陸では、寺内町に由来する

街が多くみられる。吉崎御坊や高岡、八尾などが有名であるが、金沢も寺内町

であった。金沢では、加賀百万石の伝統はアピールされているが、それ以前の

歴史を掘り起こすことも面白いのではないか。 
それは、自治の歴史である。寺内町は自治都市であるといえる。既存宗教か

ら離れた場所に信者となった門徒を集め、自治都市を築いて本願寺に税を納め

させる仕組みをつくる。そこに集まった門徒は、お寺にお金を預けることで、

安全が保障される。そのため、都市計画も非常に防御的で、お掘りをめぐらし、

寺を中心に街をつくった。北陸は寺内町の勢力がもっとも大きかった地域のひ

とつである。 
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金沢市民芸術村は、市民自治のひとつのかたちを提示して成功している。そ

のような取り組みは、金沢で広がりつつあるのではないか。金沢 21 世紀美術館

が人気である理由のひとつに、無料で見ることができるスペースがある点が大

きい。これがある種のパブリックスペースになっており、公共施設のなかにパ

ブリックな部分がうまく折り込まれている。 
こうした試みを、金沢の自治のモデルとして打ち出すことで、金沢が新しい

市民自治のスタイルを創り出す可能性があると感じている。 
 
最後に付け加えたいのは、金沢市政のレガシーについてである。これまでの

金沢の市政は、長期的にものごとを見ながら、小さな同質区域がモザイクのよ

うに組み合わさった金沢の地域ごとの特徴を十分に理解し、きめの細やかな都

市政策を積み重ねてきた。このような行政ノウハウは、次世代へとつないでい

かなければならない。その意味でも金沢は、世界の都市行政に関心のある人々

にとって、学びの場となりうる。このような金沢のレガシーを意識化すること

も大事なことではないか。 
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平田 オリザ 委員 
（劇作家・演出家・大阪大学教授） 

  
 芸術文化は、三つの役割を持っている。 
 一つは、芸術文化そのものの役割として、人の心を慰めたり、勇気づけたり

する役割である。世界遺産などの公共財をつくる仕事は国の重要な責務である

が、金沢にも担うべき責務がある。 
二つめは、コミュニティを形成する役割である。犯罪率の低下などにも役に

立つ。二十年～三十年後に効果が発現することが期待できる。 
 三つめの役割は、教育や観光、医療、福祉に寄与するという役割である。 
 
芸術文化そのものの役割に対する投資は、そのほとんどが未来への投資であ

り、今ある芸術文化に対して、行政が介入する本質的な意味はないようにみえ

る。それでも、芸術文化を創り続けていかないと、50 年後、100 年後に困るこ

とになる。そういう意味では、環境問題に似ている。投資効果の発現が、50 年

後、100 年後であり、受益者が幅広く、誰の役に立つのかも明確でない。究極の

公共事業ともいえる。 
 阪神淡路大震災のときには、被災後、兵庫県の県立劇場の劇団がいち早く避

難所を巡ったことで、市民権を獲得したという例がある。劇団が避難所を巡る

ことができたのは、県立劇団であったということが大きい。東日本大震災のと

きにはそのような劇団はなかったが、被災者の多くが唱歌に慰められたと聞い

ている。もし現在の芸術・文化活動が停滞し、このような芸術文化がなくなる

と、100 年後の人たちが困ることになる。 
 全国で、劇団を持っている県は、兵庫県と静岡県だけである。新潟市はダン

スカンパニーを持っており、金沢市も石川県と共にオーケストラを持っている。

しかし、我が国では、そのような地方都市は稀で、ほとんどの劇団や楽団は東

京や大阪にある。一方、世界に目を向けると、40 万人規模の都市でバレエ団も

持っていない街は、ヨーロッパには少ない。特に、金沢のようにオーケストラ

を持っているのであれば、小さくてもオペラをつくるのは責務だと考えられて

いる。オペラ団を常設することは難しいが、優れた音楽監督を雇用することで、

海外でも上演できる小規模で上質のオペラはつくることができる。 
 
 オーケストラを持つ金沢に、劇団がありバレエ団があっても不思議ではない。

しかし、上質の芸術文化を創造するためには正規雇用が必須であり、コストが

かかる。現在の財政状況のなかで、現代的な文化創造活動だけをしようとして
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も、市民のコンセンサスは得られないだろう。このため、教育や観光、医療、

福祉などに結びつけて、その効用を示す必要がある。 
 例えば、北海道の富良野では、演劇による国語教育を行っており、小学六年

生で国語が好きだと答える割合は、全国平均が６割に対し、富良野では８割以

上である。また、札幌でオーケストラを設立したとき、地元から楽団員がほと

んど採用されず、議会でもそれが問題となったが、その 20 年後、札幌市内から

東京芸術大学への進学率は 20 倍になった。 
また、現在、学校でコミュニケーション教育が重視されており、中学ではダ

ンスが必須になった。アーティストがいなければ授業が維持できない。これま

で全国の小中学校は、東京からあまり質のよくない児童劇などを買ってきた。

しかし、地域のアーティストを育て、自前で質の高い劇を提供することができ、

また、それを近隣自治体に売っていけば、教育行政のコストも下げることがで

きるだろう。 
観光への寄与も大きい。新幹線が開業すれば、金沢は一時的に賑わうことに

なるだろう。しかし、最終的には、海外、特に中国からの渡航者を獲得するこ

とが重要である。海外からの訪日旅行者のゴールデンルートは、東京－京都・

大阪のルートである。今のままでは金沢への旅行者獲得は難しいと言わざるを

得ない。しかし、日本人がかつてヨーロッパ旅行をするとき、ロンドン－パリ

－ローマといった定番ルートを旅していたが、次第にアンダルシアやロマンテ

ィック街道といったところへも旅するようになったのと同様、中国人旅行者が

ゴールデンルート以外を旅する時代が遠からずやってくる。金沢が狙わなけれ

ばならないのは、こうしたリピーターである。今後、他都市と差別化すること

ができれば、ローコストキャリアのインパクトは大きく、このとき金沢にはビ

ックチャンスが訪れることになる。また、あまりターゲットとして意識されて

いないが、東南アジアやインドの富裕層も重要である。これまで先進国は北に

しかなかったが、これらの国が経済発展していくと、アセアンで５億人、イン

ドが加わると 20 億人ものマーケットが生まれる。これら南の国々の人たちは、

雪を見たことがない。震災前までは、シンガポールでは空前の日本ブームで、

富良野に雪を見に来ていた。雪の楽しさを提示できれば、金沢でも雪が財産に

なる可能性がある。 
金沢には、兼六園や金沢21世紀美術館という昼のコンテンツが豊富であるが、

ナイトカルチャーやナイトアミューズメントと呼ばれる夜のコンテンツが足り

ない。ウィーンのオペラ座では、毎晩違う演目を上演することが法律で定めら

れている。これは、宿泊客の獲得を狙っての戦略である。ローコストキャリア

の時代になると、ヨーロッパでは昼間はパリを訪れ、夜はウィーンで宿泊する
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ということがありうる。昔は、男性が旅行の決定権を持っており、観光地には

歓楽街があった。しかし、今は女性が旅行を決定する。そのため、夫婦や子ど

もがともに楽しむことのできる良質の夜のコンテンツがなければ、宿泊地とし

て選んでもらえない。アメリカのラスベガスは、この転換に成功した典型例だ

ろう。韓国のソウルでも、夜に、国立劇場で外国人向けに韓国文化を紹介する

ミュージカルを上演している。最大の得意先は、日本の修学旅行生である。上

演が終わると、ロビーで出演者がお見送りをしてくれ、オプションで、昼間に

韓国の伝統芸能を体験させてくれるプログラムも準備している。 
金沢でも、良質な夜のコンテンツを公立の文化施設で提供することができれ

ば、宿泊を促すこともでき、経済的な効果も高い。修学旅行生なども十分ター

ゲットになりうる。金沢 21 世紀美術館を舞台とした夜のミュージアム・パフォ

ーマンスなども考えられるだろう。 
医療・福祉についても効用がある。北海道の鵡川町では、高齢者のミュージ

カルをつくった。一人のお年寄りと二人の中学生が組となってつくる取り組み

をしたところ、稽古期間中、病院のロビーが閑散となった。高齢者医療費が軽

減し、お年寄りも元気になった。 
このような効果・効用を積み上げれば、芸術文化の経済的な裏付けがみえて

くる。直接的な市立劇団経営だけをみると収支はマイナスになるが、間接的な

経済実効性が大きい。金沢のような地方都市で、常設の劇場をつくり、劇団員

を雇用することはコストがかかり、リスクもあるが、教育や観光、医療・福祉

など多角的な取り組みとうまく連関してできれば、コストに見合ったパフォー

マンスが得られるだろう。それが説明できれば、市民のコンセンサスを得るこ

とができるのではないか。 
金沢という、非常に文化的イメージの高い街に住む市民や、他都市から来た

大学生などがそのまま住み続けたくなる街にするために、長期的な文化政策を

展開することで、「誇りを持てるまち」にすることができるのではないだろうか。 
 
芸術文化はコミュニティ形成にも寄与する。 
コミュニティ形成の状況をみたとき、消防団の組織率などが気になるが、従

来のコミュニティが新住民にとって足かせとなっているということが多い。コ

ミュニティに参加できない層は、ドロップアウトしやすく、社会的なリスクに

もなりうる。 
一方、芸術文化をはじめ、スポーツやボランティア活動は、社会との接点を

持つ機会をつくることができる。参加があまりない場合には、なぜ参加しない

のか、その理由を知ることもできる。 
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最近の学生は、ボランティア意識が高いが、そこに参加する回路を持ってい

ない。学力が高い学生でも一定割合で口下手が存在する。昔であればそのよう

な人は手に職をつけるという選択肢があったが、今は、少なくとも社会に適応

できるコミュニケーション能力を身に付けさせることが教育の仕事となってい

る。セキュリティの高いマンションに住み、親戚付き合いもなく、中高一貫教

育を受けていると、二十歳くらいまで母親以外の女性と口をきいたことがない

ということも起こりうる。大人の付き合いに慣れていない学生が増えている。 
高齢者に対しても同様である。今後、ポップカルチャーを経験した団塊の世

代が高齢者層の中心となってくる。ロックも漫画も好きな高齢者である。これ

までの高齢者像とは異なる志向を持つこれらの人たちを、社会につなぎとめ、

孤立させないことが必要である。 
これらに対応するために、文化政策としては、様々なメニューを用意する必

要があるだろう。しかし、行政にそれら全てを期待するのは難しい。アート系

の NPO を育て、支援していく必要がある。 
特に、今後、重要になるのが文化による社会包摂である。 
日本人が帰属するコミュニティには三つの型がある。一つは地縁型・血縁型

のコミュニティであり、二つめに企業コミュニティ、三つめが都市型・ミッシ

ョン型のコミュニティである。地縁・血縁のコミュニティのうえに企業コミュ

ニティがあり、さらにそのうえに都市型・ミッション型のコミュニティが存在

している。地縁型・血縁型コミュニティは全員参加がなされるが、離脱が難し

いし、排他的でもある。また、企業コミュニティは、グローバル化により衰退

の傾向にある。それに対して、都市型・ミッション型のコミュニティは出入り

が自由で、複数参加も可能である。広域的な集まりや、質の高いものもある。 
どんな若い人でも、地域に生まれたから消防団に入り、青年会に入り、盆踊

りや秋祭りなどの行事に参加するといった、強固な共同体は避けられる傾向に

ある。しかし、芸術文化やスポーツ、環境保護やボランティアなど、自分が関

心のあることであれば、車で 30 分内であれば、ストレスなく移動すると言われ

ている。金沢のような都市では、こうしたいくつかのコミュニティの層を確保

することが重要だろう。 
また、コミュニティ形成に向けてさまざまなサービスを提供するために、都

市型・ミッション型コミュニティであるＮＰＯが担っていくべき分野が増えて

いく。これらのコミュニティをコーディネートしていくことが、今後の行政の

役割でもある。空き店舗の活用、カフェなどの対話の場所づくり、保育支援や

引きこもり場所の確保、古本屋やジャズ喫茶、パン屋、就業支援など、公共が

家賃補助を行い、ＮＰＯが運営している例もある。これらの空間は、世代を超
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えて他者と触れ合うことができる場所であり、そこで時間を過ごすことが、社

会との接点ともなる。子どものコミュニケーション能力を高めることにもつな

がる。こうした空間は、経済原理や効率性からみれば、無駄が多いと判断され

るため、企業が維持できなくなっている。小さな町では行政が維持する役割を

担ったりもしているが、ＮＰＯ等がその運営を担い、行政が支援していくよう

なことを考えなければならない。 
同時に、官と民、公と私の関係を解きほぐす作業も必要になるだろう。 
芸術文化やスポーツも、対等に参加できる場を提供する。たとえばアメリカ

などでは、どんな組織でも横断的なプロジェクトを実施する場合、最初にバー

ベキューをすることが多い。指示を出す者、黙々と自分の役割に専念する者な

ど、参加者の特性を把握することに適しているからである。バーベキューで参

加者を観察し、プロジェクトに活かしていく。そのような関係をつくるために、

一端関係を廃して既得権益を持つ者と対等にし、発言権を持たす。 
富士宮市では文化施設の運営にあたり、正規の使用料をとるだけでなく、運

営のボランティア活動に一定の報酬を支払う仕組みやプログラム設定への参加

の機会を設けている。施設利用者である民間団体は、当初は使う権利ばかりを

主張していたが、このような仕組みとすることで、自分たちの施設だという自

覚が生まれ、自分たちの団体以外の活動についても積極的なサポートをするよ

うになった。公共文化施設は、市民ボランティアの権利を実現し、主体的な参

加を促すことで、市民と主催者が責任を分かち合うことができるようになる。

無論、そのような施設の運営には、リーダーシップのあるディレクターが必要

になるだろう。 
金沢でも、今ある文化ストックを使って、効果的な文化政策を展開すること

が可能である。例えば、金沢市文化ホールと金沢市民芸術村をつなぎ、役割分

担する。市内の空き店舗や空き倉庫を活用する。こうした施設を連関させて芸

術性の高いものを提供していくことは、優秀な芸術監督とプロデューサーがい

れば実現可能である。「文化を核とした地域通貨」というアイデアも考えられる。

文化活動やＮＰＯの活動報酬を地域通貨で支払い、その地域通貨は、文化施設

の使用料や鑑賞料金を支払うことができる仕組みも考えられるだろう。金沢に

は、金沢21世紀美術館というキラーコンテンツがあり、それを中心に据えれば、

効果が高まるだろう。 
これらの文化施策を、芸術監督に任せる際には、オーナーである行政、ある

いは市民や議会が、「ミッション」を明確に示すことが重要である。芸術監督は、

プロ野球の優勝請負人と同じで、どこから来てもよい。３年で優勝させるのか、

来年からすぐプレーオフに出場させるのか、特定のチームには負けないチーム
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にするのか。そのミッションに応じて資金を出す。そうすれば成果を生み出せ

る。現実には、ミッションが曖昧で、お金は出すが口も出すというオーナーが

多い。オーナーが芸術監督に対して「ミッションを決めて欲しい」と言われる

ことさえあるが、それは不可能である。 
 
芸術文化には大きな投資が必要となる。その回収には、ある一定の期間が必

要となる。また、直接的な経済効果は決して大きくないが、間接的なさまざま

な効果がある。どこまで求め、どこまで投資をするか。北陸の中核都市として、

金沢市民の志と冷徹なビジネス感覚を要する難しい問題である。それらをどう

考えるかは、綿密なリサーチと、行政や市民、政治家の高度な判断が必要とな

るだろう。 
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広井 良典 委員 
（千葉大学法経学部教授） 

 
 経済産業省の調査では、全国に600万人の買い物難民がいると言われている。

日本の地方都市の実態をみると、市街地の商店街が衰退し、自動車で郊外の大

型店に行かなければ買い物ができない状況となっている。一部の大手コンビニ

エンスストアや運送会社が、買い物難民対策に取り組んでおり、こうした動き

は素晴らしいとは思うが、買い物難民対策とは、単に商品を届ければよいとい

うものではない。買い物は、出かけた先で様々な他者と交流するなど、人と人

とのつながりをつくるコミュニティ的な要素も大きい。たとえば何らかの形で

思い切って中心部の自動車交通を抑制し、自動車がなくとも歩いて楽しめるよ

うな、つながりを生み出せるコミュニティ空間やまちづくりのあり方を考えて

いくことが大切である。 
金沢には、善隣館のように福祉都市としての文化的な基盤があり、福祉都市、

高齢化社会の都市モデルとして、金沢は既に優れたかたちで進んでいるといえ

る。これをさらに推し進め、商店街とともに、介護付きの住宅などの福祉住宅

や、若年者や子育て世帯向けの住宅を建設するなど、福祉都市のモデルとして

さらなる高みを目指していくことが考えられないか。金沢の中心部でも空き店

舗が見られるが、そのような状況を改善していく意味でも、検討してはどうか。 
もともと福祉は、宗教との関わりが深い。政教分離の考え方は大切であるが、

一昨年からのタイガーマスク運動が、全国で比較的好意的に受け取られるなど、

少しずつではあるが、制度的な福祉の基盤にある精神的な福祉に対する関心が

高まっているといえる。戦後 1960 年代頃に制度的な福祉が整えられていったが、

一方で、福祉や社会保障の根底にある思想的な部分が忘れられていったように

感じている。これからの時代は、すべてを行政の制度に頼るのではなく、人々

の自発的な福祉や支え合いの方向に気運が高まりつつあるのではないか。 
 
 経済には、グローバル化とローカル化という考え方がある。日本の多くの都

市では、グローバル化に乗り遅れるなという気運が高い。しかし、グローバル

化に耐えうる地域のあり方を考えると、それは、人や物、金が地域内できちん

と循環している社会ではないかと考える。標準化が容易な技術は、すぐに発展

途上国に流れてしまい、これらと価格競争を行うことになる。そのようになる

と経済的な衰退が避けられない。金沢には、標準化が難しいクラフト的な伝統

がしっかりと残っており、経済が地域内で循環して自立している状況がみられ

る。ローカルな個性を追求することが、グローバル化に対する強みになること
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を十分意識し、このような伝統産業をはじめとする独自の産業構造をしっかり

と守り育てていくことが重要である。 
 なおこの場合、最近の若い世代の間では職人的な仕事への関心が高くなって

いる。若者の雇用問題への対応という観点を含めて、若い世代がこうした伝統

産業に参加していけるような支援策を強化していけば、全国的なモデルにもな

るのではないか。 
 
 また田園都市の再生について述べたい。田園都市とは、イギリスで始まった

考え方であるが、当初は、江戸の街をイメージして理論構築されたといわれて

いる。自然が都市のなかに連続的に残っており、花見の季節には、みんなで近

くの川などに集まってお酒を飲む。そのような風景が、高度経済成長以降の都

市のスプロール化によって失われていった。金沢の状況に即して考える必要が

あるが、今後は人口減少をむしろ利用して、都市における自然との関係を回復

していくことができるのではないだろうか。クラフトと自然ももちろん深い関

わりがある。都市と農村との関係をもう一度つないでいくことが、日本社会に

おける大きな課題となっている。金沢は都市のイメージが強いが、広い農村地

域も抱えている。都市と農村が結びつき、互いに持続可能なモデルを構築して

いくことを、金沢で考えることができるのではないか。 
 
 東日本大震災によって、いかに都市が地方に依存しているかが明らかとなっ

た。とくに、エネルギー問題がクローズアップされている。千葉大学の先生が

地域ごとのエネルギー自給に関する研究を行った結果、富山県のエネルギー自

給率が全国で２番目に高いことがわかった。富山県には大規模な水力発電施設

が集積しているが、北陸は小水力発電のポテンシャルがある地域であると思う。

小水力発電とは水車のようなものと考えればよいが、金沢にはお寺や神社が多

く、また白山信仰などともゆかりが深く、それらと組み合わせた小水力発電な

ど自然エネルギーの整備が考えられないか。つまり自然エネルギーと伝統文化

とが結びつくことで、地域再生のひとつの柱となっていくことも期待できるだ

ろう。いわば「鎮守の森・自然エネルギーコミュニティ」構想である。 
 
 最後に、金沢は、北欧を連想させるようなイメージがある。国別の幸福度ラ

ンキングでは、デンマークが第１位となり、北欧の国が上位に入る。昨年、法

政大学の先生が出された県別の幸福度ランキングでは、北陸が上位ベスト３に

入った。北欧は福祉国家として知られている。金沢は、コミュニティや福祉が

手厚く、幸福度が高く、かつ基盤となる浄土真宗や禅などの思想があり、「創造
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的福祉都市」ともいえるポジティブなイメージを強調していってもよいのでは

ないかと思う。 
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藤井 聡 委員 
（京都大学大学院工学研究科都市社会工学専攻教授） 

 
 ヨーロッパの知的伝統として、「街」を生き物として捉える考え方がある。人

間が生きていくためにはまずは「元気」でなければならない。しかし生きてさ

えいればよいのかといわれるとそうではない。生きていくうえで品位を保つこ

と、「品格」が求められる。「街」もまた同様である。生きていくためには「元

気」であることと同時に、高い「品格」をもつことが求められる。 
しかし、日本の都市をみると、元気ではあっても品格のない都市が数多く存

在する。近代化によって「元気」さを求めた結果、品格を失ってしまっている。

日本の都市は、「元気」でありながら「品格」を保っていくという難問を解かな

ければならない。 
 京都の一部や東京の一部、金沢の一部には、「元気」と「品格」が両立してい

る街がある。東京でいえば「丸の内」。近代的ではあるが、皇居を背後に品位や

品格がある。京都の新橋通も歴史を感じさせる品格がある。 
 金沢もまた「元気」であるとともに、「品格」をもつという２つの課題を解く

必要がある。 
 
 これからの金沢が「元気」であるためにはどうしなければならないか。経済

活性化のために重要なことは、北陸新幹線を京都・大阪までつなぐことである。 
 明治９年の人口ランキング上位の都市をみると、北から、函館、仙台、東京、

横浜、名古屋があり、富山、金沢がある。さらに京都、大阪、和歌山、徳島、

広島、熊本、鹿児島と続く。しかし現在、金沢、富山をはじめ、函館、和歌山、

徳島、熊本、鹿児島は政令指定都市ではない。反対に、明治９年はランキング

外だったが、現在、政令指定都市になっている市は、川崎、相模原、静岡、新

潟、浜松、堺、岡山、北九州、福岡である。これらの違いは何か。鉄道の公共

交通投資が早くから行われた場所であり、特に新幹線が通った都市だというこ

とである。東京、名古屋、大阪の間が鉄道でつながることで、その間に数珠つ

なぎに大きな都市ができたともいえる。 
 金沢は、平成 26 年度までに新幹線で東京とつながる予定だが、それだけでは

不十分である。東京は金沢から遠く、東京とつながるだけでは都市を元気づけ

る効果は低い。京都・大阪とつながることによって、新幹線開業効果は３倍に

も４倍にもなるだろう。しかもそれは、早急に行う必要がある。都市の格差は

今後急速に広がっていくと考えられ、一年遅れれば、一年分、都市の発展性が

制限されることになるためだ。 
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 日本海側で新幹線が東京・京都・大阪とつながることは、国家レベルでも重

要な課題である。 
東日本大震災によって、我が国の国土構造は脆弱であることが明らかになっ

た。首都直下型地震で東京が壊滅する確率は高い。東京だけでなく、大阪や名

古屋が水没する可能性もある。太平洋側に大震災が起きた場合、日本のＧＤＰ

の約７割を占める太平洋側が壊滅する可能性があり、このままでは我が国は致

命傷を受けることになる。 
北陸新幹線は、東海道新幹線の代替機能を担うことが期待されているが、そ

れだけでなく、日本海側で都市を発展させ、経済機能や場合によっては国家機

能など、ひとつでも多くの都市機能を分散化することで、大災害に対する被害

を軽減することができるだろう。分散型国土の形成は、日本の国土を強靱化さ

せることになる。したがって、北陸新幹線を京都・大阪とつなげることは、国

土の強靱化に貢献する最大の起爆剤となりうる。 
 9.11 のアメリカ同時多発テロ以降、世界のビジネス界では、ビジネス・コン

ティニュイティ（ＢＣ：事業継続性）が重要であることが認識されている。日

本の企業も危機意識を持つべきであり、北陸はその受け皿として貢献できるの

ではないか。 
そのため、金沢においては、新幹線への投資だけでなく、ＢＣに取り組もう

とする企業への税制優遇、工業団地などの受け皿整備、移転のための補助など、

分散化に貢献する取り組みが考えられる。これは、金沢の抜本的な活性化を意

味している。金沢のまちが活性化することで、金沢を中心とした北陸都市圏が、

国土構造の強靱化に大きく貢献することができるのだ。 
 金沢が日本国土の強靱化に全面的に協力することを、高らかに謳い上げてほ

しい。 
 
 しかし、これだけでは金沢は「元気」にはなるかもしれないが、「品格」があ

る都市になるか否かは定かではない。それでは「品格」を持つためにはどうし

なければならないか。そのためには、新幹線に投資することと同じくらいの規

模で、都心部に投資をしなければならない。そうすることによって、新幹線に

よって外部からもたらされるエネルギーを、都心の中にインストールすること

ができる。 
 都市が品格を失っていく典型は、郊外化が進展して都市が広がると同時に、

都心部が空洞化していく現象である。大手民間事業者が大きな投資をすること

によって郊外化が進んでいく。しかし都心部への投資が行われることは少ない。

投資をせずに都心部が勝ち残ることはありえない。都心部への投資の具体的な
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イメージは、ＬＲＴの導入や都心部へのクルマの排除、歩車共存する石畳舗装

など、郊外部との差別化であろう。そうすれば、観光客はもっと金沢にやって

くる。都心に人が集まり、産業が集まり、市民は誇りを持てるようになる。 
戦略を持つためには、数字をきちんと見ていくことが基本である。どんな産

業が強く、議論されている産業がどの程度の割合を占めているのか。当然、投

資はその割合の大きさを念頭においてなされるべきだからである。リアルな経

済実態を踏まえると、金沢にとって重要なのは、金沢の内需である。都心に集

中して投資することは、投資の効率性を上げることになる。集中投資によって

みんなが便利になり、より一層経済が回る。 
 「品格」のある都市のコアにあるのは、‘伝統’を措いて他にない。近代化が

進んでも、それが歴史と伝統に裏打ちされることによって、調和がとれる。パ

リの街のモダンさは、歴史と伝統の軸があることだ。エッフェル塔を中心に、

近代的なものと伝統的なものとが調和している。歴史と伝統を無視すると、都

市内がモザイク状にバラバラになり、品格が無くなる。 
歴史と伝統は、都心にこそ存在する。しかし残念ながら、日本に都心部と郊

外との差別化に成功している地方都市はない。一方でヨーロッパではたくさん

の都市で都心部への投資に成功しており、「元気」と「品格」の両立によって成

長を遂げている。 
これは何故なのか。 

 その理由の重要なもののひとつは、公権力の強さの違いに他ならない。 
 ヨーロッパでは、都心部へのクルマの流入規制が比較的容易にできる。屋外

広告物への規制も色の要素まで細かく設定し、それを公権力が厳しく運用して

いる。それに比べて日本の都市計画は非常に弱い。品格ある都市をつくるため

には、強力な公権力も必要である。 
 国土の強靱化を果たすためにも、公権力、なかでもとりわけ国家的な中央集

権的な力が必要になってくる。国土強靱化のプロジェクトは、国家プロジェク

トとして推進していく必要があるだろう。そのなかで、地方自治体としての公

権力の増強も求められるだろう。 
 それは、強い国をつくり、強い金沢をつくり、美しい金沢をつくっていくこ

とになる。それらが実現できれば、金沢は素晴らしい街にならざるを得ないだ

ろう。 
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藻谷 浩介 委員 
（(株)日本総合研究所調査部主席研究員） 

 
 わが国の都市が置かれている状態を一言で表現すれば「エントロピー増大」

である。放っておくとどんどん壊れていく。 
 密度の低いところへと都市が拡大し、その機能や人口を流出させ、最終的に

はどこも同じような平たい郊外になる。そして、空間的に低密度化し、「解体」

する。 
 これまで全国のほぼ全ての都市を訪れたが、程度の違いはあれど、どの都市

も同様な状況にある。繁華街がなくなり、病院や大学が郊外に移転し、都市の

姿すら留めていない街がいくつもある。これからは、それを防いでいる街だけ

が、「街」として存続していくのではないかと強く感じている。 
 都市というのは、密度が高い場所であるべきである。機能やモノが集まって

いるからこそ都市といえる。文明が始まって以来、必ず都市は存在したが、そ

れが日本から無くなってもよいものか。金沢のような都市は、是非密度の高い

都市であってほしいと願う。 
 
 現在、我が国では高齢者人口が急増している。これまでは、農村地域の高齢

化が指摘されてきたが、現状、農村地域の高齢者はそれほど増えていない。一

方、団塊世代が多く住む都市部で、今後 10 年間、高齢者が急増し、東京では 45％
増、金沢でも 30 数％増が予想される。また、これに合わせて 15 才～64 才の納

税者世代が約１割減少すると言われている。このような急速な人口構成の変化

はさまざまな影響を及ぼす。 
例えば、病院や救急車が足りなくなるという医療問題が起きる。納税者が減

って財源が足りないときに、福祉医療でお世話しなければならない人が突然増

える。何が起きているのかわからないうちに、医療機関がパンクしてしまう。

人口構成の変化が不況にも似た状況をもたらす。このような事態を想定しなけ

ればならない。 
さらにこのことは、組織の問題も大きくする。財源が減る一方で、高齢者が

増え、医療福祉の役割が増大するということは、地方自治体の仕事が急激に増

えることを意味し、いずれ追いつかなくなる。その時どうするのか。既にでき

ることを限定してしまい、本来すべきことをしなくなってしまった組織も出て

きている。 
 団塊の世代が都市に集中しているということは、これからは都市が高齢化の

最先端になるということでもある。つまり、高齢者の暮らしを支えるのは、山
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村ではなく、都市がやらなければならないということになる。 
 
 都市の基本的な倫理観として 100 年後にその都市をどう残すか、特に金沢の

ような 400 年余りの歴史ある都市では、400 年後にどう残すかということを考

えることは、当たり前である。しかし、意外に「当たり前」に感じていない人

が多いのではないか。景気回復についていえば、自分の代さえ回復してくれれ

ばよいと考える人は多いのではないか。原子力発電所などの電力問題も通じる

ものがある。都市とは、一般的に会社組織よりもはるかに長く続くものであり、

何千年も続いている都市もある。どう持続していくのか考えるべきだろう。 
 
 全国の都道府県で、バブル以降、お店の売り場面積が増えた県は、第１位が

香川県、第２位が石川県である。石川県は売り場面積が約 1.6 倍になったが、売

上げはほとんど増えていない。著しい商業崩壊が起こっている可能性がある。 
 金沢 21 世紀美術館が建ち、都心の賑わいを維持しているように見えるが、片

町や香林坊など伝統的な商業地域で商業施設が次々と減っている。その一方で、

駅前開発が進み、駅周辺の商業施設が増えている。 
 財界にはこのような開発を期待している人も多い。関東の周辺都市のように

なることを金沢が目指しているのかと疑問を感じる。その一方で、金沢市民芸

術村や金沢 21 世紀美術館のように、他都市では決して真似できないようなこと

が行われている。歩いて暮らせる街にしていこうと公共交通に力を入れたり、

用水を開渠化するなどして、まちなかを美しくする取り組みも行われている。

金沢に期待されることは、まさにこのようなまちづくりでないか。しかし、財

界に、このような取り組みを評価する人は少ないのではないかと思う。 
金沢では、水と油がくっついたようなまちづくりが行われていると感じてい

る。香林坊の裏通りは用水の街である。片町では犀川沿いを歩くことができる。

広坂の商店街も美しくなった。武蔵ヶ辻も近江町市場など活気がある。浅野川

沿いも風情がある。それらを歩くと金沢らしさを感じることができる。しかし、

駅前では表通りも裏通りも何の特徴もない。金沢に来られた人が最初に目にす

る場所がこのような状況では非常に残念である。 
 
 自動車への依存度が増大し、私鉄経営が成り立たなくなりつつあるが、この

ことをまずいと考える財界人も少ないのではないか。空襲と地震で丸裸になっ

てしまい、風情が感じられなくなった富山や福井、高岡においても、鉄道だけ

は全国に先駆けて一生懸命鉄道を守ろうとしており、３都市とも鉄道利用者が

増えている。越前鉄道は「奇跡」と呼ばれるほど復活した。これは財界の力が
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大きい。石川県では動きが鈍い。 
 
 金沢の場合、周辺自治体との広域的な連携も重要である。２つの私鉄（石川

線や浅野川線）を守るためには、沿線自治体との連携も必要となる。 
 金沢都市圏の郊外化は、周辺の自治体で起きている。県が主導してやらない

のであれば、金沢市がリーダーシップを発揮するしかないのではないだろうか。 
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渡邉 美樹 特別委員 
（ワタミ(株)取締役会長） 

 
市政にマネジメントを導入すべきである。 
マネジメントとは、簡単に言えば、売上げを上げて、経費を抑え、そこから

出てくる付加価値（企業でいえば「利益」、市政でいえば「最大多数の幸せ」）

を最大化することである。 
行政というものをみたときに、本当に売上げを最大化しようとしているのか

ということについて、疑問を感じる。 
市政における売上げとは、税収である。観光客を増やし、金沢の物産を販売

することで、金沢の企業が元気になる。行政は、自分たちの街の売上げを最大

化させるような努力をしているのだろうか。 
さらに、経費を最小化することを考えたとき、一般企業の仕事の密度と公務

員の仕事とは、どうしても同じには見えない。一般企業をみると、３割くらい

は余計な経費を払っている。自分の会社でも、３年に１回程はゼロベースで見

直しをすると、２割くらいは経費が落ちる。企業でさえそうであり、地方自治

体ではそのコストは膨大になると見ている。無駄なお金を抽出することで、そ

れをより多くの人を幸せにするために使うことができる。経営的に言えば、こ

れが売上げを最大化するための「原資」になる。 
政治の仕事は、より多くの人を幸せにすることと、社会の皆が幸せになるル

ールをつくることに尽きるのではないか。 
金沢市には、是非、マネジメントする自治体となっていただきたい。 
 
金沢の売上げを最大化するために、「金沢」というブランドをどうつくるのか

という戦略を持つべきだ。 
「金沢」には、皆すでに良いイメージを持っているのではないか。しかし、

そのイメージを徹底してリサーチしているのか。リサーチにはいくらお金を掛

けても良い。日本中の人が感じている「金沢って何？」を分析し、そのイメー

ジをより一層強化するために何ができるのか、あるいは、このイメージを強化

するためには、どういう裏付けをつくっていくのかというストーリーが、ブラ

ンド戦略である。 
ブランドは、一人ひとりにとっての「思い出の小箱」である。皆さんの小箱

を開けさせていただくと、金沢からは、兼六園や和菓子などいろいろなものが

出てくる。それらの宝物を、より広く伝えるためにどうするのか。また、ブラ

ンドにとって、イメージよりも大切なのは実態である。それを浸透させていく
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ことが重要である。 
ブランド戦略を組み立てることで、金沢の売上げにつながる。経費を削ぎ落

として残ったお金を、このような取り組みに費やしていけば、街全体が良い循

環に入っていく。地方自治体は、この良い循環をどう作り上げていくのかを考

えることが重要だろう。 
 
 



 


