
 

 

 

協働のまちづくりチャレンジ事業の応募及び採択の結果について  
１．事業の目的 

  ・新しい公共の担い手の育成   ・地域コミュニティの強化        市民参加と協働によるまちづくりの推進   ・学生のまちづくりへの参画 
 

２．応募団体数及び採択団体数 

部門 応募団体数 
１次審査 

通過団体数 

2次審査結果 

採択団体数 
前年度 

新しい公共 ２１ ２０ １４ １３ 

【内訳】  一般提案  共同提案  シニア提案(新規) 
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１２ 

１ 

－ 

プレチャレンジ（新規）  ５ ５ ４ － 

コミュニティ支援  ３ ３ ３ ４ 

学生まちづくり １５ １５ ７ ６ 

合  計 ４４ ４３ ２８ ２３ 

※1次審査：書類審査 2次審査：公開プレゼンテーション 

公開プレゼンテーション 

   ①「新しい公共」「プレチャレンジ」「コミュニティ支援」の３部門 

     日 時  平成 25年６月２日（日）10:00～17:00 

        会 場  金沢市民芸術村 ドラマ工房            

②「学生まちづくり部門」 

     日 時  平成 25年６月 23日（日）10:00～16:00 

        会 場  金沢学生のまち市民交流館 交流ホール 

    
３．採択団体の企画内容 

 【新しい公共部門（一般提案）】 

団体名 （関係課） （企画タイトル）・事業のねらい 

ＮＰＯシニア道場 樂 

（長寿福祉課） 

（中高年・シニアの「再出発・再就職・再仕事する」人を応援するプロ

グラム～共に戦う仲間と、語り・学んで 自分の心にチャレンジの火を

つけろ～） 

５０～７５歳で新しいスタート、再就職・再仕事をしたい人を対象に、

学び（コミュニケーション技法、Facebook）、語り（経験交流、お寺で

のワールドカフェ）の講座を開催し、意欲の向上と仲間作りや新しい出

会い・機会を生む。 

かなざわご近所コラボプ

ロジェクト 

（市民協働推進課） 

（中村町・白菊町・千日町かいわい ひと・もの・ことでつなぐご近所コラボマ

ーケット×カフェ×ワークショップ） 

昨年度のチャレンジ事業で発見した地域の魅力（ひと・もの・こと・歴史・技

術・風習など）を生かし、マーケット、カフェ、ワークショップを融合させた複合

型交流イベントを開催し、地域を楽しみ、愛着を持ってもらう。 

HARP（北陸アディクション

リカバリーパートナーズ） 

（泉野福祉健康センター） 

（依存症回復支援 井戸端会議～こんなときどうするの！？～） 

アルコール・薬物・ギャンブル等の依存症の援助者が、現場での対応を

学ぶための「こんなときどうするの」に特化した参加型研修会を開催し、

援助者のスキルアップと依存症回復支援のネットワーク化を図る。 



 

 

 

 

 

団体名 （関係課） （企画タイトル）・事業のねらい 
石川県ふれあいの会 

（労働政策課） 

（ワークライフバランス～育児中の女性たちのスキルアップ～） 

育児休業中やその予備軍の女性を対象に、子育て中に自宅で取り組める

仕事を身に付けるビジネススキルアップイベントを開催し、女性達の自立・プ

チ起業の後押しをすることを目指す。 

NPO 法人石川県茅葺き文化

研究会 

（歴史建造物整備課） 

（小学生に知ってもらう「茅は持続可能な草資源！」） 

金沢市街の小学校の校庭で茅葺き基地を設置し、また、パネル展示を行う

ことにより、茅の育成、茅葺きの魅力を伝承し、子ども・保護者共に循環型

の持続可能な社会をつくる資源としての「草」を身近に感じ、関心を持っても

らう。 

湯涌・ゆず街道かかしファ

ンクラブ 

（農業振興課） 

（人がみえる・地域が見える『案山子新聞大作戦』） 

地域の高齢者や子供たち、温泉客など、インターネットなどのデジタル媒体

では情報が伝わらない方々に、団体の活動についてお知らせし、参加・協力

を促すために、ペーパーメディアとしての「新聞」を創刊・発行する。将来的

には地域の情報や資源を発掘・共有していくメディアとして展開することで、

地域内コミュニケーションの活性化を図る。 

NPO法人河北潟湖沼研究所 

（緑と花の課） 

（地域と市民が継続的に水辺公園に関わる仕組みをつくろう） 

昨年度結成された「こなん水辺公園救援隊」の地域、一般市民への拡大を

図り、多くの協働による多面的公園管理を実現し、魅力あふれる「こなん水

辺公園」づくりを行う。また、公園の資源であるヨシを活用した「ヨシ舟」づくり

を行い、様々な可能性を持つ公園として見直す機会とする。 

poco a poco 

（こども福祉課） 

（金沢海みらい図書館） 

（リズムとえほんの会【ぽこあぽこ】Let's コミュニケーション～人と音と心を

つなげて～） 

子・孫育て世代の孤立感や社会からの疎外感をなくすための「リズムとえほ

んの会」、「子連れ映画上映会」などを開催することにより、情報交換やリフ

レッシュできる空間を演出し、参加者の笑顔をひき出す。 

NPO 法人子育て支援さくら

っこ 

（こども福祉課） 

（ふるさと金沢で育む！子育て・孫育て支援ナウ） 

育児中のママ、育メン、育じぃじ、育ばぁば等向けに講座やリフレッシュプロ

グラムを開催することにより、乳幼児期に必要なものを見つけてもらい、ま

た、子どもを核とした交流の場、ストレス発散の場を提供し、子育てを応援す

る。 

 

【新しい公共部門（共同提案）】 

団体名 （関係課） （企画タイトル）・事業のねらい 

NPO法人くくのち 

KAKUMA NO HIROBA 

（市民協働推進課） 

（東原町里山インターンシップ（学生）による地域活性化） 

人口減少・高齢化が進む東原町で、学生を対象とした体験型、課題提案

型のインターンシップを開催することにより、人材育成と持続可能な地

域活性化を図る。 

石川高専建築学科 西本

雅人研究室＋道地慶子研

究室 

まちづくり研究会 

せせらぎ通り商店街振興

会 

（商業振興課） 

（せせらぎ Marcheの芽を育てよう！） 

せせらぎMarcheの継続的な開催に向け、地元の子どもたちの参加、商店街

の女性参画、地域活動の発表の場の提供を行い、年数回の開催を試みる。

また、出展者や商店街会員、来訪者へのアンケートや事業評価などを行

い、せせらぎ通りの活性化を目指す。 

 

 



 

 

 

【新しい公共部門（シニア提案）】 

団体名 （関係課） （企画タイトル）・事業のねらい 

高砂大学校同窓会 

（生涯学習課） 

（八田與一技師と外代樹夫人を通じて金沢と台湾の歴史を考えよう） 

八田技師夫妻の銅像除幕式参列のため台湾訪問団を組織するのに伴い、

金沢と台湾の歴史的つながり、今後の関係発展を勉強するための講演

会、シンポジウムなどを開催し、これらを通じて、高齢者と大学との連

携、学生との交流、台湾との国際交流や異文化理解を促進する。 

金沢おもちゃ工房・遊びの

寺子屋 

(森林再生課) 

（積み木を作って元気１００倍！木の温もりで心もあたたか～積み木づくりで

ジュニアもシニアも明るい笑顔～） 

間伐材を活用した手作り積み木によりジュニアへの情操教育、自然の恵み

の体験・学習を行い、また、製作者となる高齢者の生きがいづくりの場とす

る。また、地域連携により、里山保全活動にも繋げる。 

金沢市健康麻将協会 

（長寿福祉課） 

（健康づくりと仲間づくりのための『健康麻将（まーじゃん）』出前講座） 

高齢者向けのコミュニティの場づくりとして健康麻将の出前講座事業を行

い、高齢化社会での「仲間づくり」「生きがいづくり」に繋げ、ひいては高齢者

自身の「健康づくり」を行い、地域社会の活性化にも貢献する。 

 

【プレチャレンジ部門】 

団体名 （企画タイトル）・事業のねらい 

ドリプラ金沢大会 

実行委員会 

（集まれ子供たち！「夢をかなえるための夢の描き方」を見に行こう！

～金沢の未来は君たちの『夢』が創る！～） 

夢を人前で発表することには勇気が必要であり、大人が自分の夢を全身

全霊をかけて発表する姿を見ることによって子供達も夢に対する勇気

を持つ。金沢に住む一人一人が夢を持ち、その夢を語り、お互いにその

夢を応援しあう、活気あふれる街を目指すため、ドリプラ金沢大会に市

内の小中高校生を招待する。 

一般社団法人地域スポー

ツシステム研究所 

（氷上のスポーツ婚活－カーリングとスケート体験教室－） 

アイススケートやカーリングを通じての婚活（スポーツ婚活）を行うとともに、

愛好会・同好会を結成し、県内初のカーリング協会の設立を目指す。 

ソボコロ 

（おばあちゃんの手仕事を活かしたアイテム（商品）作り＆場作り） 

編み物や裁縫などのおばあちゃんの手仕事に若者のクリエイト力を加えた

商品づくりを行い、関係者が集まる制作の場を交流の場とする。 

心とからだのアート 

（真の健康・生き方を探求し絆づくりを！） 

熟年者が自らできることを実践することは健康維持と生き生きとした生活に

繋がり、また、知恵・技術が継承される。そのための健康法講座や貯筋のた

めのウォーキング、食育を考える講座等を開催するとともに、更に、助け合

える絆づくりを行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【コミュニティ支援部門】 

団体名 （企画タイトル）・事業のねらい 

鈴見台５丁目町会 

地域共創プラットホーム

Ｃ 

（金沢の井戸端会議復活事業） 

高齢化率が３割をこえる鈴見台５丁目町会において、町会内に活動拠点

を置くプロボノ集団「地域共創プラットホームＣ」と共に、町会農園の

運営や「金沢市版救急救命セット」の企画・作成などの事業を行う。そ

のことで町会内の「井戸端会議」を復活させ、地域コミュニティ再生モ

デルの事例として、他の町会等にも紹介・報告する。 

四十万きずな町会 

（作って！飛ばして！ご近所確認！凧揚げきずな交流会） 

設立３年目の町会で親子での凧の制作、凧揚げを通して、昔ながらの遊び

を体験する機会を作って新たな世代へ受け継ぐきっかけづくりとする。また、

凧のイラストに町会住民の家族写真を掲載することにより、地域に住む人を

知る機会づくりとし、地域防犯にも繋げる。同時に、地産地消を意識したバ

ーベキューを行い、地域住民のきずなを深める。 

朝市井戸端会 

（町内中高齢者のコミュニティーを活発にしよう） 

常福寺境内での朝市会を利用し、高齢者のコミュニティーの向上を目指して

憩いの場を作ることにより、井戸端会議のようにコミュニケーションの活性化

を図る。また、生活、健康状態、身の上等をまちぐるみ福祉活動推進員、民

生委員など世話人がチェックする場とする。 

 

【学生まちづくり部門】 

団体名 （企画タイトル）・事業のねらい 

アルケミスト 

（金沢市を対象とした自転車の利用促進） 

レンタサイクル｢まちのり｣に GPSロガーを装着し走行ルートを調査し、

観光マップを作成する。それによって地域活性化、まちのりの利用拡大

を目指す。 

ツエーゲン金沢応援サー

クル「ソフトクルバ」 

（金沢の誇り！ツエーゲン！～先進事例研究とワークショップ運営～） 

全国のプロサッカーチーム中ユニークな活動や、学生と協力して活動し、成

功している事例を聞き取り調査し、ワークショップを通じて地元チームツエー

ゲンの周知と大学生の観客増を目指す。 

ＫＳＫ０６ 

（加賀野菜で染めまっし！金沢） 

若い世代の地産地消意識の向上、加賀野菜の認知度の向上を目指しま

す。加賀野菜×ファッション（加賀野菜を使った染色）で石川ファッション協会

の事業に参加することで、全国的認知度向上を図る。 

金沢学院フィッシングク

ラブ 

（親子釣り教室） 

釣りを通じて地元の魚の良さを改めて知ってもらうとともに釣り竿つくりによ

り、親子ふれあいの機会を創出する。 

芸宿 

（芸食） 

芸宿（制作＋料理）の体験を通じて、創作を楽しみ、芸術を身近に感じてもら

う。 

金沢工業大学 谷研究室 

（長町地区における「まちづくり支援隊」の活動継続及び住民との協働） 

長町は貴重な歴史地区だが、建物・土塀・庭園の維持管理に資金と労力が

必要で、高齢化で維持管理が困難になっている。そこで学生が住民と協力

しその維持管理を行う。 

金沢庭園ネットワークの

会 

（金沢庭園ネットワーク） 

市内に点在する隠れた庭園を掘りおこし無料公開する。また、お茶会等の

開催を通して金沢の庭園文化を再認識してもらう。 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


