
かなざわ・まち博2016事業報告書

かなざわ・まち博2016開催委員会

第15回「かなざわを描く」絵画コンクール大賞作品/高松中学校3年 中田 薫さん



ご挨拶

「かなざわ・まち博2016」は、春のまち博、夏の本祭とすべての事業を終了いたしました。

春のまち博では、「まち博限定桜スイーツ」や「料亭お花見弁当」を限定販売し、桜にち

なんだ「さくらまち博講座」を実施いたしました。

夏の本祭には、10,000人を超える方々から講座にご応募いただき、3,000名の金沢市民を

はじめとする沢山の皆様に金沢の伝統・文化・歴史など、多彩な金沢の魅力を体験していた

だきました。

開催に際し、ご支援・ご協力を賜りました、石川県、金沢市、特別協賛企業各社様、金沢

まちづくり企業市民ネットワーク各社様をはじめ、関係各位の皆さまに、心より感謝御礼申

し上げます。

来年も「まちに出る、まちを知る、まちで遊ぶ」のコンセプトを基に、金沢の魅力を感じ

ていただける、金沢を楽しんでいただけるまち博を開催していきたいと思います。

引き続き、ご支援・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

かなざわ・まち博2016開催委員長

西野 茂

かなざわ・まち博コンセプト

まち全体がパビリオン、まち全体が博覧会場
「まちに出る、まちを知る、まちで遊ぶ」

かなざわ・まち博は、金沢のまち全体をパビリオン・博覧会場に見立て、市民が「まち

に出る、まちを知る、まちで遊ぶ」ことを通じてまちの魅力を再発見し、金沢を愛する心

を育むことを目的とした継続的なまちづくり事業です。2000年から毎夏、講座やイベン

トなどさまざまな活動を行い、多くの市民の皆さまにご参加いただいています。

１



「かなざわ・まち博」の歩み

2000年

北陸鉄道「金沢周遊号」運航開始
まち博が提案した旧市街の名所をまわる

ループバスが、まち博開幕にあわせ北陸鉄
道「金沢周遊号」としてスタート。

中心市街地活性化を目的に
「かなざわ・まち博」スタート
当時では珍しい民間主導での企画・運営。
（経済産業省、石川県、金沢市から助成）

2001年 「まち博ナイトバス」を運行
金沢の夜の景観を楽しむ「まち博ナイト

バス」をまち博期間中に運行。その後「金
ライトアップバス」として事業が継続され
た。

「まいどさん」インフォメーションブースの設置
まち博期間中東山と長町にまいどさんが

常駐しているインフォメーションブースを
設置。その後、金沢市が「休憩館」として
整備。

2002年 「ワンコインバス」を試験運行
武蔵地区と香林坊地区の往来の利便性向

上のため、区間バス運賃を100円で試験的
に運行。現在も区間100円の運賃で運行。

2003年 「まち博教科書」を配布
金沢のこどもたちに、より金沢のまちを

楽しく学んでもらうことを目的に、市内小
学校４・５年生全員に配布。

2004年 「現代地図からみる江戸時代の金沢」を制作
現在の市街図に江戸時代の城下図を重ねた地

図を金沢工業大学協力のもと作成。江戸時代か
らそのまま残る金沢のまち割りや道を視覚化。

公式ガイドブックを作成
金沢旧市街地の店舗・施設など約2,000

箇所を掲載。

2006年 春のまち博がスタート
「桜」をテーマに、春の金沢の楽しみを演出。

2008年 「金沢てくてくマップ」がスタート
飲食店、物販店、観光スポットなど、金沢の

まちの情報を、携帯やＰＣで検索できるシステ
ムを構築。（経済産業省戦略補助金事業）

2009年 「まち博インフォメーション」を開設
まち博10年を記念して、広坂通りにアンテナ

ショップを開設。10年を振り返るパネル展示や記
念グッズの販売、講座の会場として活用。

2010年 「まち博認定スポットガイド」を発刊
市民の推薦をもとに、まち博開催委員会が選

んだ約400個所の認定スポットを紹介するガイ
ドブックを作成。

2013年 「まち博パーク」を開催
事前申し込みが必要だったまち博の講座を、

会場を訪れれば、誰でもまち博を体感できるイ
ベントとして、しいのき広場にて開催。

まち博特別企画「旧制第四高等学校開学120年
記念イベント」を開催
開学120周年を記念して四高同窓会、金沢大

学と共同で「學都の心を再び」をテーマにシン
ポジウムや学都屋台食談を開催。

まち歩き「金沢散歩学」の実施
歴史、文化、景観などをテーマにかなざ

わのまちを歩きながら楽しむ「金沢散歩
学」は、その後毎年開催され、まち博以外
にも広がりを見せる
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2015年 「かなざわ・まち博認定スポットガイド
北陸新幹線開業記念号」を発行
3月14日の北陸新幹線金沢開業に合わせて、

観光客や市民の皆様にまちを歩いて楽しんで頂
くまち博認定スポットガイドを7万部配布。



夏のまち博（本祭） 開催講座一覧
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23日 24日 25日 26日 27日 28日 29日

土 日 月 火 水 木 金

加賀八幡起き上がり
米心

精米工場見学①
親子佃煮道場

浅田屋
食育講座

箔貼り体験

創って贈ろう
「大樋焼」

国土交通省
トンネル見学

美の巨匠を訪ねて 中川衛先生

小坂神社 尾山神社

波自加彌神社

金茶寮 つば甚 浅田屋

金沢散歩学 金沢用水散歩　

屋台大学
野村證券
投資ｾﾐﾅｰ

料亭体験
茶屋あそび

７月

こどもまち博

限定公開

神社の
ご神宝めぐり

6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日

土 日 月 火 水 木 金

親子ぬか漬け教室
北陸鉄道

浅電・車両工場見学③④
北陸電力
料理教室

金沢CATV
テレビ裏側探検隊

ツエーゲン金沢
サッカー教室

北陸鉄道
浅電・車両工場見学①②

会宝産業
くるま解体ショー

北陸電力
工作教室

加賀象嵌体験①②

美の巨匠を訪ねて

安江住吉神社 田井菅原神社 大野湊神社

十月亭 大友楼

金沢散歩学 夏のミステリーツアー

屋台大学 発酵食美人食堂
キリンビール

キリン一番搾りを美味しく
味わう

NTTドコモ北陸支社
スマートフォン教室②

NTTドコモ北陸支社
スマートフォン教室③

発酵食美人食堂

料亭体験
茶屋あそび

8月

こどもまち博

限定公開

神社の

ご神宝めぐり
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17日 18日 19日 20日 21日

水 木 金 土 日

金沢海上保安部の
仕事を学ぼう

金沢福祉専門学校
紙芝居ショー

金沢蒔絵体験①②
髙田産業

生コン工場見学

美大ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
その１

美大ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ
その２

柴舟小出
工場見学

加賀象嵌体験

加賀てまり体験

美音 浅田屋

金沢歴史探訪

金澤「和魂洋才」
食とワイン講座

金澤「和魂洋才」
食と日本酒講座

8月

30日 31日 1日 2日 3日 4日 5日

土 日 月 火 水 木 金

日本航空
親子de航空教室

金沢医科大学
医療体験

加賀友禅に挑戦
その１

加賀友禅に挑戦
その２

加賀友禅に挑戦
その３

米心
精米工場見学②

全日本空輸
航空教室

加賀毛鉤体験
親子で奏でる
草笛教室

不室屋
加賀麩の歴史

親子日銀ツアー③④ 親子日銀ツアー①②

NTT西日本
電話の歴史

山のパン屋さん

大樋陶冶斎先生 魚住為楽先生 宮崎寒雉先生

安江八幡宮 犀川神社

石川護国神社
日銀金沢支店の

タブノキ

山の尾 金城楼

カナザワケンチクサンポ　

野村證券
投資ｾﾐﾅｰ

NTTドコモ北陸支社
スマートフォン教室①

7月 8月

限定公開

神社の
ご神宝めぐり



開幕式／絵画コンクール表彰式

５

7月23日、開催委員、団体、特別協賛企業の皆様にご参加いただき、本年開学70周年を迎

えた金沢美術工芸大学を会場に、「かなざわ・まち博2016」開幕式を開催しました。

西野まち博開催委員長の挨拶に続き、ご来賓の金沢市、北國新聞社様から祝辞を頂戴しま

した。

引き続き同会場にて、「第15回かなざわを描く」絵画コンクール表彰式を、審査員長の金

沢美術工芸大学前田昌彦学長の選評を交えながら執り行いました。



第15回「かなざわを描く」絵画コンクール

武家屋敷の野村家庭園を濃密で流動感あふれる筆
づかいで描いている秀作です。明るい緑に加えて濁
色を見事に織り交ぜ、歴史を感じさせる庭の重厚感
までも表しています。明暗の差にも幅があり武家屋
敷らしい力強さを感じさせます。

大賞

川瀧 茉由佳さん 泉中学校2年

［選評］審査員長 金沢美術工芸大学 前田 昌彦 教授

今年で15回目となった「かなざわを描く」絵画コンクールは、県内の小中学校から176点の

応募がありました。前田 昌彦 金沢美術工芸大学学長による審査の結果、大賞１点、準大賞１点、

開催委委員長賞1点、奨励賞3点、入賞作品10点が選ばれました。

応募いただいた全作品は、金沢美術工芸大学で開催期間中展示しました。

奨励賞

大墨 樹璃花さん 十一屋小学校6年

大橋 拓夢さん 十一屋小学校6年

小西 美緒さん 十一屋小学校6年

中川 拓夢さん 十一屋小学校6年

石川 莉杏さん 中央小学校6年

長谷川 愛璃さん 中央小学校6年

佐藤 海咲さん 泉中学校1年

笹川 明日香さん 高松中学校2年

宮本 真衣さん 高松中学校2年

吉岡 愛花さん 高松中学校2年

６

主計町の通りを緻密な観察と筆致で描き切ってい
ます。白を基調にした不透明な絵の具層で隅々ま
で描写した眼差しと集中力に驚かされます。落ち
着いた色彩とさわやかな木漏れ日の表現がこの作
品に清涼感を与えています。

準大賞

中田 薫さん 高松中学校3年

崔 由依子さん 泉中学校3年

岡田 杏さん 高松中学校3年

森 ののかさん 高松中学校3年

開催委員長賞

干場 菜月さん 高松中学校3年

観光都市金沢を代表する兼六園、鼓門、かがや
きを、驚くほど精密に描いて組み合わせています。
そこには自分の住むまちに対する強い愛着や誇り
を感じます。こういう観光ポスターがあったらと
てもすてきだと思います。

入賞



金沢の食、文化、伝統、芸能、産業を楽しく学べる「こどもまち博」を、54
講座もうけました。いずれの講座も定員以上の応募があり、中には10倍を超
える講座もありました。

◆講座数 54講座 ◆参加人数 1,189人

■Ｍｙぬか漬を楽しもう！ 夏休み 親子ぬか漬教室 ◇四十萬谷本舗社長 四十万谷 正久/製造課長 山岸 峰雄

■親子佃煮道場 ◇佃食品 社員

■大好きな人に作って贈ろう「大樋焼」 ◇十一代 大樋長左衛門

■オリジナル加賀八幡起き上がりを作ろう！ ◇中島めんや スタッフ

■作ろう！本格加賀友禅に挑戦！！ ◇加賀友禅作家 藤村 建雄/木村染物店 木村 芳雄

■親子で箔貼り体験 ◇金箔工芸 田じま 越野 佳子

■味覚が決まるのは“今” －おいしさのわかる大人になるためのレッスンー【浅田屋協賛】 ◇浅田屋社長 浅田 久太

■電車っていいな！北鉄金沢駅地下駅見学と浅電運転台・車両工場見学【北陸鉄道協賛】 ◇北陸鉄道 社員

■親子で奏でよう！草笛教室 ◇ 元西日本電信電話株式会社社長上野 至大、金沢市草笛愛好会 ほか

■お金のしくみを知ろう！親子日銀ツアー ◇日本銀行 職員

■見て、作って、食べて学ぼう！加賀麩の歴史【加賀麩 不室屋協賛】 ◇不室屋 社員

■親子で学ぼう！つうしんワールド【NTT西日本金沢支店協賛】 ◇NTT西日本金沢支店 社員

■金沢蒔絵で小皿を作ろう ◇漆器の能作 スタッフ

■作ろう！親子で楽しむ加賀てまりづくり ◇加賀てまりの会 松下 良子ほか

■親子 de 航空教室～めざせ！飛行機博士～ ◇日本航空 スタッフ

■親子で学ぼう航空教室 ◇全日本空輸スタッフ

■ワクワクドキドキ！金沢海上保安部の仕事を学ぼう ◇金沢海上保安部 職員

■なんで金沢って呼ばれるの？金沢の地名の由来を楽しく学びましょう！ 【金沢福祉専門学校協賛】◇金沢福祉専門学校 学生

■親子で作る加賀毛鉤キーホルダー＆バックチャーム ◇目細 勇治

■遊ぼう！作ろう！魔法の大冒険 ◇美大ワークショップ部ちきゅう

■加賀象嵌（ぞうがん）にチャレンジしよう ◇加澤美照工房 スタッフ

■江戸時代の象嵌（ぞうがん）作品鑑賞＆オリジナル象嵌ペーパーウェイトを作ろう！ ◇宗桂会 スタッフ

■電気のお話と親子でつくる♪あつあつ！ハンバーグランチ ◇北陸電力 社員

■電気とエネルギーのお話＆電気の工作教室 ◇北陸電力 社員

■まるで恐竜のような迫力！くるま解体ショー 【会宝産業協賛】 ◇会宝産業 社員

■親子でおにぎり作り体験＆精米工場見学 ◇米心石川 社員

■テレビ裏側探検隊 君も未来のアナウンサー！？【金沢ＣＡＴＶ協賛】 ◇金沢ケーブルテレビネットスタッフ

■老舗和菓子店の技を学ぼう！～柴舟小出工場見学～【柴舟小出協賛】 ◇柴舟小出 社員

■はじめてのサッカー！ツエーゲン金沢サッカー教室【ツエーゲン金沢協賛】 ◇ツエーゲン金沢選手

■親子でチャレンジ！～生コンクリートを使った工作体験と工場・重機見学～【髙田産業協賛】 ◇髙田産業グループ 社員

■山のパン屋さんで、おいしいパンを作ってみよう！！ ◇山のパン屋さん～フラットネス～南千恵子

■夏休み親子ふれあい医療体験【金沢医科大学協賛】 ◇金沢医科大学病院職員

■親子で体験「道路のトンネルはこうやって作っているんだ」 ◇国土交通省金沢河川国道事務所職員
（敬称略）
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■まるで恐竜のような迫力！くるま解体ショー
【会宝産業協賛】

■親子でチャレンジ！～生コンクリートを使った
工作体験と工場・重機見学～【髙田産業協賛】

■オリジナル加賀八幡起き上がりを作ろう！ ■味覚が決まるのは“今”
－おいしさのわかる大人になるためのレッスンー
【浅田屋協賛】

■親子でおにぎり作り体験＆精米工場見学

■作ろう！本格加賀友禅に挑戦！！

■老舗和菓子店の技を学ぼう！～柴舟小出工場見学～
【柴舟小出協賛】

■親子 de 航空教室～めざせ！飛行機博士～

■大好きな人に作って贈ろう「大樋焼」■見て、作って、食べて学ぼう！加賀麩の歴史
【加賀麩 不室屋協賛】

■ワクワクドキドキ！金沢海上保安部の仕事
を学ぼう

■なんで金沢って呼ばれるの？金沢の地名の
由来を楽しく学びましょう！

【金沢福祉専門学校協賛】

■親子で奏でよう！草笛教室

■電気のお話と親子でつくる♪あつあつ！
ハンバーグランチ

■電車っていいな！北鉄金沢駅地下駅見学と
浅電運転台・車両工場見学

【北陸鉄道協賛】

■はじめてのサッカー！
ツエーゲン金沢サッカー教室
【ツエーゲン金沢協賛】

■親子で学ぼう！つうしんワールド
【NTT西日本金沢支店協賛】

■テレビ裏側探検隊 君も未来のアナウンサー！？
【金沢ＣＡＴＶ協賛】
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（開催日順、敬称略）

建築散歩、ミステリツアー。古地図で巡るまち歩き、用水散歩と内容に
バリエーションをつけて実施しました。

◆講座数 4講座 ◆参加人数 105人

■カナザワケンチクサンポ～ふだん気づかない風景や街並に出会う旅～３ 金沢工業大学准教授 宮下 智裕

■８６７ツアー9 「夏の夜のミステリーツアー」 ガイド：867（はるな）

■金沢歴史探訪～鶴来街道から長町へ 北陸大学教授 長谷川 孝徳

■金沢用水散歩１７～辰巳用水をめぐる～ 川・街道から見たまち研究所 代表 笹倉 信行

■講座名 講師

■小坂神社 宮司 高井栄幸

■尾山神社 権禰宜 長谷 紀之/斎藤 政裕

■波自加彌神社 宮司 田近章嗣

■安江八幡宮 宮司 厚見益樹

■犀川神社 宮司 葛城健一郎

■石川護国神社 禰宜 菅野 佐登志

■安江住吉神社 禰宜 菅野 佐登志

■田井菅原神社 宮司 田邊良和

■大野湊神社 宮司 河﨑正幸

（開催日順、敬称略）

2010年から加わった金沢の神社のご神宝めぐり。
今年は９社にご協力いただきました。

◆講座数 9講座 ◆参加人数 174人

■講座名 講師



金沢を代表する伝統工芸の先生方の工房を訪問し、その技やこだわり、歴
史を学ぶ講座や日本銀行金沢支店のタブの木が、限定公開されました。

◆講座数 5講座 ◆参加人数 160人

１０

■美の巨匠 人間国宝（彫金） 中川 衛先生

■美の巨匠 文化勲章受章 文化功労者・日本芸術院会員 大樋陶冶斎先生

■美の巨匠 人間国宝（銅鑼） 三代 魚住為楽先生

■美の巨匠 釜師 十四代 宮﨑寒雉先生

■日銀金沢支店のタブノキ 日本銀行 職員
（開催日順、敬称略）

■講座名 講師

■文化勲章受章 文化功労者・日本芸術院会員
大樋陶冶斎

■人間国宝（銅鑼）三代魚住 為楽

■人間国宝（彫金）中川衛

■釜師 十四代 宮﨑 寒雉



◆講座数 9講座 ◆参加人数 178人

キリンビールマーケティングのご協賛による「料亭体験」と「茶屋あそび」
を開催。各料亭が吟味した献立や、芸妓衆の粋と雅を堪能しました。

■金茶寮 「緑陰の膳」

■つば甚 「納涼点心」

■山乃尾 「新作 金沢料理」

■金城樓 「夏の加賀懐石」

■山乃尾 「新作 金沢料理」

■十月亭 「ひと風の茶屋ご飯」

■大友楼 「夏の金沢 鮎づくし」

■浅田屋 「涼やかな華会席」

■にし茶屋・美音
（開催日順）

１１



企業、大学、専門家の方が講師となって、生活文化、食文化、健康など、様々な
分野について学び体験しました。

◆講座数 7講座 ◆参加人数 225人

■講座名 講師

（開催日順、敬称略）

１２

■発酵食美人食堂で、ココロもカラダも美人に！ ヤマト醤油味噌社長 山本 晴一

■金沢支店開設90周年記念特別講演会 第４弾【野村證券金沢支店協賛】 日本銀行金沢支店長 小澤 浩太郎

■金沢支店開設90周年記念特別講演会 第５弾【野村證券金沢支店協賛】 税理士・ＣＦＰ®認定者 布施 麻記子

■金澤「和魂洋才」の食とワイン講座「今注目のワインと町屋フレンチとのペアリング！」

（一社）日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート利酒師 早川 由紀

■金澤「和魂洋才」の食と日本酒講座「イチオシ日本酒と町屋フレンチとのペアリング！」

（一社）日本ソムリエ協会認定ワインエキスパート利酒師 早川 由紀

■ドコモらくらくスマホ教室【NTTドコモ北陸支社協賛】 NTTドコモ北陸支社社員

■キリン一番搾りをさらに美味しく味わう【キリンビールマーケティング協賛】 キリンビールマーケティング石川支社社員

■金澤「和魂洋才」の食とワイン講座■発酵食美人食堂で、ココロもカラダも美人に！

■キリン一番搾りをさらに美味しく味わう
【キリンビールマーケティング協賛】

■初心者向け「らくらくスマートフォン」教室
【NTTドコモ 北陸支社協賛】



報道記事

１３

2016年7月23日 北國新聞朝刊



１４

7月24日 北國新聞朝刊



１５

7月26日 北國新聞朝刊

7月28日 北國新聞朝刊



8月4日 北國新聞朝刊

2016年7月31日 北國新聞朝刊

１６



8月1日 北國新聞朝刊

１７



情報発信ツール

■認定スポットガイド2016／まち博ペナント

■まち博公式ホームページ ■まち博公式フェイスブック

市民の推薦をもとに、まち博開催委員会が
選定したお勧めの店や見どころ約４００個所
を「まち博認定スポット」として紹介したガ
イドブックを5万部発行。
めいてつ・エムザ、JR金沢駅構内の観光

情報センター、北鉄駅前センター、北國銀行、
金沢信用金庫、市内主要ホテル、まいどさん
案内所、北陸鉄道城下まち金沢周遊号など約
20個所に配布しました。
認定スポットには、ペナントが掲げられ、

これを目印に、市民が金沢のまちを楽しみま
した。

■まち博ラジオ

■その他広報ツール

［ポスター］ ［サイン看板］

ラジオかなざわが、まち博の多彩な12講座を取材し
番組の中で放送しました。

１８

［うちわ］



■参加者募集告知紙面

１９ 6月17日・19日 北國新聞朝刊



春のまち博

２０

3月25日 北國新聞朝刊



まち博を応援いただいた企業の皆さま

特別協賛企業

金沢まちづくり企業市民ネットワーク

２１

アーク引越センター北陸

アイ・オー・データ機器

eye on KANAZAWA

あおぞら薬局

浅田屋

アドマック

石川県木造住宅協会

石川コンピュータ・センター

石川トヨタ自動車

石川トヨペット

石野製作所

イーピーエム・コーポレーション

ＡＮＡクラウンプラザホテル金沢

エコーズ

ＡＤＩ.Ｇ

大友楼

大樋長左衛門窯・大樋美術館

大村印刷

会宝産業

加賀建設

加賀種食品工業

加賀麩不室屋

カタニ産業

金沢医科大学

金沢学院大学

金沢工業大学

金沢機工

金沢市商店街連盟

金沢商業活性化センター

金沢商工会議所

金沢星稜大学

金沢セメント商事

金沢大地

金沢東急ホテル

金沢ニューグランドホテル

金沢福祉専門学校

金沢法人会

金沢都ホテル

金沢名鉄丸越百貨店

希夢良

キョー・エイ

金城学園

金城樓

金茶寮

グリルオーツカ

グローバルアート

国土開発センター

越山甘清堂

コニシ

小松商事

サクセスブレイン

シーピーユー

シィー・プランニング

ＪＡ全農いしかわ

四十萬谷本舗

芝寿し

柴舟小出

シ・ピ・エル

清水建設北陸支店

ショセキ

人材情報センター

鈴木建設

清香室町

セコム北陸

ゼスト

セントラルメディカル

全日本空輸金沢支店

ソニー生命保険

ダイエー

大和

ダートコーヒー

第一地所

大和タクシー

大和ハウス工業金沢支社

高田産業グループ

タジマ

谷庄

玉田工業

玉家建設

ツエーゲン金沢

佃食品

辻商事

つば甚

出口織ネーム

テレビ金沢

天狗中田本店

東京海上日動火災保険金沢支店

都市環境マネジメント研究所

トヨタカローラ石川

トヨタレンタリース石川

トラベル・エー

直源醤油

中島商店

ナカダ

中田屋

中村酒造

ニシナガスポーツ

西日本旅客鉄道 金沢支社

日栄商事

日環商事

日光商事

日本海コンサルタント

日本航空 北陸支店

日本政策投資銀行北陸支店

日本生命保険金沢支社

日本たばこ産業 北陸支社

日本料理 銭屋

ニューハウス工業

ネスク

ネッツトヨタ石川

能作

能登印刷

のと共栄信用金庫

早川浩之の内科医院

Hikidashi

ビーインググループ

一葉

ＦＩＸ

福光屋

富士ゼロックス北陸

ブライダルハウスことぶき

プロペラ

フルーツむらはた

米心石川

北栄パイピング

ホクスイ

北星産業

北陸学院大学

北陸人材ネット

北陸綜合警備保障

北陸大学

ほくつう

北陸放送

北陸ミサワホーム

北菱電興

細井勝事務所

北國新聞社

ホテル日航金沢

真柄建設

松原光工業

松本大建築設計事務所

丸藤

丸文通商

三谷産業

道洋行

みづほ工業

明祥

ヤギコーポレーション

ヤマカ水産

ヤマト醤油味噌

ポライトリーガルサービス

横山商会

ヨシダ印刷

ライターハウス

落雁 諸江屋

ロイヤルクリーニング松本日光舎

（50音順 指定の表記による）



開催概要 かなざわ・まち博2016 開催委員会

事 業 名

開催期間

開催場所

主 催

後 援

かなざわ・まち博2016

2016年3月25日～4月17日

7月23日～8月21日

金沢市中心街地及び周辺地域

かなざわ・まち博2016開催委員会

石川県

金沢市

金沢経済同友会

金沢商工会議所

金沢青年会議所

金沢市商店街連盟

金沢市町会連合会

金沢市校下婦人会連絡協議会

ＮＨＫ金沢放送局

北陸放送

テレビ金沢

エフエム石川

ラジオかなざわ

特別協力

企画運営

北國新聞社

都市環境マネジメント研究所

顧 問 石川県知事 谷本 正憲

金沢市長 山野 之義

金沢商工会議所会頭 深山 彬

金沢経済同友会理事・相談役 飛田 秀一

委員長 金沢市町会連合会会長 西野 茂

副委員長 石川県教育長 田中新太郎

金沢市教育長 野口 弘

金沢市校下婦人会連絡協議会会長 能木場 由紀子

金沢市商店街連盟副会長 諸江 洋

委 員 国土交通省北陸地方整備局

金沢河川国道事務所調査第二課長 餘久保 陽

石川県商工労働部経営支援課長 西尾 和秀

金沢市経済局商業振興課長 鳥倉 俊雄

金沢市都市政策局担当部長兼企画調整課長 久保 雅寛

金沢商工会議所専務理事 宮本 外紀

金沢経済同友会副代表幹事 福光松太郎

金沢青年会議所理事長 鈴木 規秀

㈱金沢商業活性化センター代表取締役 篠田 健

日本銀行金沢支店長 小澤浩太郎

ＮＨＫ金沢放送局長 三溝 敬志

北國新聞社常務取締役 砂塚 隆広

北陸電力㈱執行役員石川支店長 水谷 和久

西日本電信電話㈱北陸事業本部長 米田 司

㈱ＮＴＴドコモ執行役員北陸支社長 西野 一郎

北陸鉄道㈱取締役社長 加藤 敏彦

西日本旅客鉄道㈱執行役員金沢支社長 児島 邦昌

日本航空㈱北陸支店長 伊東 芳隆

全日本空輸㈱金沢支店長 石井 祐司

金沢大学学長 山崎 光悦

金沢美術工芸大学学長 前田 昌彦

金沢工業大学学長 大澤 敏

金沢星稜大学学長 宮﨑 正史

金沢医科大学学長 勝田 省吾

北陸大学学長 小倉 勤

金沢学院大学学長 秋山 稔

金城大学学長 半谷 静雄

北陸学院大学学長 町田 健一

安全・安心まちづくり金沢ﾌｫｰﾗﾑ実行委員長 早川 芳子

監 事 ㈱北國銀行常務取締役執行役員営業統括部長 濱崎 英明

金沢信用金庫理事長 忠田 秀敏

事務局長 都市環境マネジメント研究所取締役社長 松本 浩平

（敬省略・順不同・2016年8月時点）
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