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Ⅰ クラフト創造都市・金沢の活動

金沢市は、2009 年６月８日にユネスコ創造都市ネットワーク・クラフト分野

への登録認定を受け、今後の展望と具体的な施策をとりまとめた「金沢創造都

市推進プログラム」を策定し、３つの柱を掲げて、それぞれに盛り込んだ事業

について取り組んでいる。本紙では 2011 年・2012 年の活動について、その主な

実績を報告する。

（文化とビジネスをつなぐために）

専門的な助言、指導による「ものづくり力の強化」、意欲の高い人びとが集う

「多様な交流の場づくり」を展開することでクラフトのビジネス化を推進する

ために、金沢クラフトビジネス創造機構を設置した。

また、洗練されたデザイン・質の高いものづくりを進めるとともに、ビジネ

スチャンスの場を提供するため、工芸見本市やアパレル新作展等を行う「おし

ゃれメッセ」を引き続き 2011 年と 2012 年の 10 月に開催した。毎回、切り口を

変えた企画を行っており、2012 年はこれまで取り組んできた生活工芸プロジェ

クトの一環として、実験店舗「モノトヒト」を開設した。

（創造の担い手を育てるために）

供給と需要の両面で施策を展開している。

2010 年度から実施している、金沢の若い工芸作家を海外ユネスコ創造都市に

派遣するクリエイティブ・ワルツ事業では、派遣対象者を学生以外にも拡大し、

ネットワーク各市の協力により派遣先を充実化している。

また、人材育成における海外貢献として、金沢美術工芸大学において、アジ

アで活躍する新進気鋭の工芸作家等を招き研修の受入れを行うなど、アジア諸

国の大学等との連携による教員や芸術家等の相互派遣を行った。
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（世界を引きつけるために）

国内外の創造都市とのネットワークを生かしたこれからの取組に向けて、

2011 年にはクラフト創造都市ワークショップを、2012 年には世界創造都市フォ

ーラムを開催した。

2011 年は「多様化する工芸」をテーマにサンタフェ市、利川市、シンセン市

に、2012 年は「創造産業を牽引役とした都市の持続的発展について」をテーマ

に全州市、札幌市、新潟市、浜松市に参加をいただいた。

また、2011 年にソウル市で開催されたユネスコ創造都市ショーケースに出展

した作品を展示した「おかえりＫＯＧＥＩ展」を開催し、金沢の工芸の魅力を

改めて広く市民にアピールした。

金沢市は 2012 年度、進むべきまちの将来像を示すため、新たな都市像となる

「世界の『交流拠点都市金沢』をめざして」を策定した。これまでに培われた

金沢のストックを最大限に活用することにより、国内外から人・モノ・情報の

集積を図り、その交流を通じて新たな価値を創造し、持続的な発展を続けるこ

とを目指している。

これらの取組が創造都市ネットワークの広がりに貢献できるよう、多様な分

野における交流拠点機能を強化してまいりたい。
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Ⅱ 2011 年４月～2012 年３月 活動実績

１ 金沢市・金沢創造都市推進委員会（構成団体含む）主要事業

年 月日 事業名 概要

2011 年 4月 5日 金沢クラフトビジネス創造機構

設立

・「ものづくり力の強化」のた

めの専門的な助言や指導

・チャレンジ意欲の高い人々が

集う「多様な交流の場づく

り」としての役割

・「多様な交流の場」における

問題解決や創造的アイディア

の創出に向けた多彩なネット

ワークの形成支援

・販路開拓セミナーの開催

（月 1回程度）

5月

12～26 日

海外販路開拓事業 ドイツ・ムスタリング社で伝

統工芸(漆器)の展示会を開催

5月 17 日 ユネスコ本部へ 2009 年～2010 年

の活動報告書及び推進プログラム

（改訂版）を提出

6月 1日 金沢箔技術振興研究所

平成22年度研究成果報告会の開催

9月･10 月

12 月

若手工芸家海外研修支援事業

（クリエイティブ・ワルツ）

の実施

・若手工芸家等が異文化との交

流から新たしい刺激を受ける

とともに、国際的な視野等を

得るため、若手工芸家等を海

外のユネスコ創造都市に派遣

・金沢美術工芸大学からの留学

生に加え、金沢市工芸協会・

金沢卯辰山工芸工房からの推

薦者を派遣

・派遣都市：

上海市、ソウル市、利川市、

ボローニャ市、ゲント市、

サンテティエンヌ市、

・参加者：４名

9 月 20 日～

10 月 24 日

稀少伝統産業専門塾（二俣和紙専

門塾）塾生募集
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10 月

5～6日

クラフト創造都市ワークショップ

開催

・『多様化する工芸』をテーマに、

海外のキュレーター等による

講演や若手工芸家によるプレ

ゼンテーション、ディスカッ

ションによるワークショップ

・会場：金沢市民芸術村

パフォーミングスクエア

サンタフェ市、シンセン市、

利川市、金沢市

10月

7～17 日

「おしゃれメッセ 2011」の開催 ・目的：金沢の工芸やアパレル

に新しい感性を融合させて、

洗練されたデザインで質の高

いものづくりを推進

・会場：金沢 21世紀美術館、

しいのき迎賓館

・工芸見本市、アパレル新作

展、ファッションショーなど

の開催

・ 特 別 企 画 事 業 ：「 作 る 力

creators for every day

life」展

11 月

14～17 日

COOK IT RAW の開催 ・世界的に著名な料理人が創作

料理をつくるイベントに併

せ、金沢を代表する若手クラ

フト作家等が、参加料理人と

コラボレーションして創作料

理を盛りつける器を制作
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11 月

16～18 日

ユネスコ創造都市ネットワーク会

議ソウル会議に出席

・ユネスコ創造都市ネットワー

クの定例会議に併せ、初めて

市長会議が開催

・市長会議において金沢市の取

り組みをプレゼンテーション

するとともに、2015 年ネット

ワーク会議の誘致を表明

11月 16 日

～12 月 9日

ユネスコ創造都市ショーケースへ

の出展

・ソウル会議に併せ、各創造都

市の取り組みなどを見せる展

示会を開催

・金沢市工芸協会役員の作品を

紹介する DVD、若手工芸家 14

名の作品を出展

11月 金沢文化発見講座の開催 ・将来の伝統工芸の目利きを育

成し、将来の需要につなげる

ため、市内の大学生を対象

に、工芸の専門家を講師に招

いた講座を開催

・参加者：47名

12 月 3日 稀少伝統産業専門塾（二俣和紙専

門塾）開講式

・塾生 1名

・今後、隔週で 3年間実習

12月

8～9日

第６回「金沢創造都市会議」

の開催

・2001 年から民間団体である金

沢創造都市会議開催委員会が

主催する長期的視野から都市

政策を構想する会議

・金沢の都市問題の創造的かつ

実践的な解決策を提案する公

開シンポジウム

・テーマ「都市の再創造」
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2012 年 1月

17～31 日

ユネスコ創造都市ソウル会議おか

えりＫＯＧＥＩ展の開催

・ユネスコ創造都市ショーケー

スへ出展した金沢を代表する

「ＫＯＧＥＩ」のプロモーシ

ョンビデオ、若手工芸家 14

名の「ＫＯＧＥＩ」等を展示

１月

27～28 日

「eAT KANAZAWA 2012」の開催

テーマ

「センス・オブ・ワンダー

－豊かなくらしってなんです

か？－」

・金沢市における新たな産業の

創出をめざし、クリエイティ

ブ分野での人材を育成するた

め、平成７年度より開催

表彰式、フォーラム、

セミナー、夜塾
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２ ユネスコ創造都市としての貢献事業

年 月日 事業名 概要

2011 年 8月～2月 アジア工芸作家等研修事業 ・金沢美術工芸大学において、

アジアで活躍する新進気鋭の

工芸作家等を招き研修受入

・中華民国(台湾)1名

ミャンマー2名

10 月 18 日

～20 日

タイ チェンマイ市の視察対応 ・訪問者 10名

・金沢の創造都市の取り組み、

申請から認定に至るまでの経

緯等を説明

・金沢美大、卯辰山工芸工房、

安江金箔工芸館、市民芸術村、

21世紀美術館を視察

11月 8日 韓国 栄州市の視察対応 ・訪問者５名

・金沢の創造都市の取り組みを

説明

11月 11 日 韓国 秋渓藝術大学の視察対応 ・訪問者 12名

・金沢の創造都市の取り組みを

説明

2012 年 1月 13 日 シリア国ダマスカス首都圏都市計

画・管理能力向上プロジェクトの

視察対応（JICA 技術協力プロジェクト）

・訪問者 11名

・金沢の創造都市の取り組みを

説明

◆国際会議への出席 １件

◆海外からの視察等の対応 ４カ国 ５団体 ３９人

◆国内からの視察等の対応 ４団体 ４８人
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Ⅲ 2012 年４月～2013 年３月 活動実績

１ 金沢市・金沢創造都市推進委員会（構成団体含む）主要事業

年 月日 事業名 概要

2012 年 5月 ユネスコ創造都市ネットワーク会

議モントリオール会議に出席

・金沢市からの参加者３名

6月 11 日 金沢箔技術振興研究所

平成 23年度研究成果報告会の開催

7月 第２回金沢・世界工芸トリエンナ

ーレ準備調査

・サンタフェ市（アメリカ）等

を訪問調査

9月 20 日

～23 日

台南・金沢工芸交流展開催 ・工芸分野での交流を促進する

ため、台南ウィーク in 金沢

期間中に両市の工芸品を集め

た展示会を開催

10月・

11 月・

12 月

若手工芸家海外研修支援事業

（クリエイティブ・ワルツ）

の実施

・金沢美術工芸大学、金沢市工

芸協会、金沢卯辰山工芸工房

からの推薦者を派遣

・派遣都市：利川市、ソウル

市、サンタフェ市、ボローニ

ャ市、サンテティエンヌ市、

ブラッドフォード市

・参加者：４名

10月 5日 生活工芸ショップ「モノトヒト」

開店

・まちなかの空店舗を活用し、

日常生活で使用する工芸品の

ビジネス化に向け、作り手の

人材育成や販路拡大を図るた

め、実験店舗「モノトヒト」

を開設
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10 月

5～21 日

「おしゃれメッセ 2012」の開催 ・目的：金沢の工芸やアパレル

に新しい感性を融合させて、

洗練されたデザインで質の高

いものづくりを推進

・会場：金沢 21世紀美術館、

しいのき迎賓館

・工芸見本市、アパレル新作

展、ファッションショーなど

の開催

・特別企画事業： 生活工芸

プロジェクト 繋ぐ力

ideas for next Japan

10 月 11 日 世界創造都市フォーラム 2012 開催 ・『創造産業を牽引役とした都市の

持続的発展について』をテーマ

に、文化庁長官による基調講演

や創造都市によるプレゼンテ

ーション、ディスカッション

によるフォーラム

・会場：金沢 21世紀美術館

シアター２１

全州市、札幌市、新潟市、

浜松市、金沢市

10 月・11

月

金沢文化発見講座の開催 ・将来の伝統工芸の目利きを育

成し、将来の需要につなげる

ため、市内の大学生を対象

に、工芸の専門家を講師に招

いた講座を開催

・新たに「かなざわ工芸講座コ

ース」を追加

・参加者：56名

12 月

6～7日

第６回「金沢学会」の開催 ・金沢創造都市会議開催委員会

が主催する金沢創造都市会議

で取り上げたテーマをもとに

したワークショップや調査結

果に基づく実践課題を議論す

る非公開会議

・テーマ「遊楽都（ゆうがく

と）」
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2013 年 1月 13 日 創造都市ネットワーク日本

（ＣＣＮＪ）の設立

・創造都市や創造農村の取組を

行う地方自治体により構成す

る「創造都市ネットワーク日

本」が設立。

・金沢市は神戸市、横浜市など

と共に発起幹事市としてネッ

トワークの設立準備に参画

１月

22～25 日

韓国における創造都市及びネット

ワークの取組に関する調査

・ＣＣＮＪ事業の一環として、

創造都市事業や国内ネットワ

ークの取組について訪問調査

・訪問先：ソウル市、利川市、

中央政府文化体育観光部

１月

25～26 日

「eAT KANAZAWA 2013」の開催 ・金沢市における新たな産業の

創出をめざし、クリエイティ

ブ分野での人材を育成するた

め、平成７年度より開催

・テーマ

「B+eAT 常識を超えろ

～イノベーターが伝えたいこと～」

クリエイティブプレゼンテーション、

スペシャルセミナー、

スーパーレクチャー、夜塾

３月 新たな都市像

「世界の『交流拠点都市金沢』を

めざして」を策定

・市民が創る誇りあるまち金沢

を実現するための重点方針・

基本方針を策定

・「創造都市の推進」を魅力づ

くりの一つとして掲載
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２ ユネスコ創造都市としての貢献事業

年 月日 事業名 概要

2012 年 4月～7月 アジア工芸作家等研修事業 ・金沢美術工芸大学において、

アジアで活躍する新進気鋭の

工芸作家等を招き研修受入

・ミャンマー ３名

4月 25 日 浜松市のユネスコ創造都市ネット

ワーク申請に向けた活動への協力

・訪問者２名

・金沢市の申請から認定に至る

までの経緯等を説明し、今後

の進め方について助言

7月 31 日 キエフ建設・建築国立大学（ウク

ライナ）の視察対応

・訪問者２名

・金沢の創造都市の取り組みを

説明

11 月 15 日

～16 日

サンテティエンヌ市担当者訪問 ・訪問者１名

・創造都市関連施設を案内

2013 年 2月 23 日 韓国中央政府文化観光体育部担当

者訪問

・訪問者４名

・創造都市関連施設を案内

2月 24 日 高松市創造都市推進シンポジウム

での事例発表

・金沢の創造都市の取り組みを

発表

◆国際会議への出席 １件

◆海外からの視察等の対応 ３カ国 ３団体 ７人

◆国内からの視察等の対応 ８団体 ５０人




