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「学⽣のまち⾦沢」のまちづくり

⾦沢市市⺠局市⺠協働推進課
⾦沢学⽣のまち市⺠交流館

東 利裕

JIAM 平成28年度 政策・実務研修「地⽅創⽣の担い⼿の連携 〜地域の総合⼒アップのために〜」
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⾦沢市の位置・⼈⼝・⾯積

468.22㎞211.2%1.1%
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⾦沢海みらい図書館⾦沢駅 ⾦沢21世紀美術館

浅野川 犀川卯⾠⼭からの市内

ひがし茶屋街 兼六園 ⻑町武家屋敷
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⾦沢の⼈⼝、地域コミュニティ
住⺠基本台帳⼈⼝の推移

(各年1⽉1⽇現在）

公⺠館

６０ ４９
消防分団校下町連

６２

⼈ ⼝ 466,062⼈
世帯数 200,130世帯
⾯ 積 468.22㎞2

(平成2８年３⽉1⽇現在）



5⾦沢の中⼼市街地

① 430年続く城下町
② 中⼼部を並⾏する河川に挟まれる旧市街
③ 歴史的空間と新しい空間の調和

⾦沢城公園

兼六園

21世紀美術館

学⽣のまち
市⺠交流館

ＪＲ⾦沢駅

近江町市場

ひがし茶屋街

にし茶屋街

四⾼記念館
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⾦沢の⾼等教育機関の状況
②⾦沢美術⼯芸⼤学 ③④⾦沢学院⼤学

⑦⑧北陸学院⼤学⑤⑥⾦沢星稜⼤学 ⑨北陸⼤学

《隣接⾃治体》
⑩⽯川県⽴⼤学 ⑭⾦沢⼯業⼤学
⑪⽯川県⽴看護⼤学 ⑮⾦沢⾼専
⑫⽯川⾼専 ⑯⑰⾦城⼤学
⑬⾦沢医科⼤学 ⑱北陸先端科学技術⼤学院⼤学

⾼等教育機関 18校 32,813⼈
専⾨学校 30校 4,774⼈

合計 48校 37,587⼈

①⾦沢⼤学
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全国でも学⽣・学校の多さが特徴
⼈⼝10万⼈当たりの⾼等教育機関数⼈⼝1000⼈当たりの学⽣数

全国７位！

全国３位！

文部科学省 平成２７年度学校基本調査 総務省 人口推計(平成２６年１０月１日） に基づく



8学都⾦沢の歴史

 藩学明倫堂（寛政４年〜明治３年）
 彦三種痘所（⽂久２年〜慶応３年）
 ⾦沢医学館（明治３年〜明治８年）
 ⽯川師範学校（明治７年〜昭和２６年）
 ⽯川県専⾨学校（明治１４年〜明治２１年）
 第四⾼等学校（明治２０年〜昭和２５年）
 ⾦沢⼤学（昭和２４年〜）

加賀藩前⽥家の⽂治政策により学術、⼯芸、芸能を奨励・普及
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旧制第四⾼等学校

 旧藩前⽥家の出資により誘致 → ⾦沢市⺠の誇り
 現在の⼤学教養課程に相当する → 帝国⼤学の予備教育

第四⾼等学校 ⽯川四⾼記念館

鈴⽊⼤拙 仏教学者、⽂化勲章受章 ⽇本の禅⽂化を広く海外へ知らしめる
⻄⽥幾多郎 哲学者、⽂化勲章受章 ⽇本を代表する哲学者《⻄⽥哲学》を確⽴
河合良成 ⼩松製作所会⻑ 農商務省官僚、政治家としても活躍
正⼒松太郎 衆議院議員、読売新聞社主 読売新聞中興の祖「⼤正⼒」

【主な卒業⽣】
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昭和〜平成の⼤学移転

金沢城公園

北陸学院短⼤
(1967年移転)

⾦沢⼥⼦短⼤
（1981年移転）

⾦沢美術⼯芸⼤学
（1972年移転）

⾦沢⼤学（1989年移転）

⾦城保育学院
（1976年移転）
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現在の⼤学の配置

⾦沢⼤学

北陸⼤学

⾦沢学院⼤学

⾦沢美術⼯芸⼤学

⾦沢星稜⼤学

⾦沢⼯業⼤学
⽯川県⽴⼤学

北陸学院⼤学⾦城⼤学



12⼤学の郊外移転による問題の発⽣

 まちなかの若者の減少（賑わいの喪失）

 学⽣と住⺠との交流が希薄化（孤⽴化）

昭和の⾦沢⼤学 平成の⾦沢⼤学
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⾹林坊ハーバー事業（Ｈ14年度〜Ｈ21年度：都市政策局）
学⽣によるまちづくりの継続性や拠点等の課題を認識

学⽣等雪かきボランティア事業（Ｈ18年度〜：市⺠局）
学⽣たちが地域と⼈を知り、⾦沢のまちへの愛着を持つ

問題を課題に転換して取り組みに着⼿
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学⽣のまち推進条例の制定
（平成２２年４⽉１⽇施⾏）

 学⽣を育む社会的気運の醸成

 学⽣の⾃主的な活動を推進

 相互の理解と連携

市⺠としての学⽣を主体とした条例とするこ
とで学⽣によるまちづくりを推進

条例の検討懇話会より「まちなかにおいて、学⽣、市⺠
およびNPO、事業者など様々な団体が交流したり、情報
交換ができるサロン的な拠点の開設」の施策提案
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学⽣のまちを総合的に推進するための組織

⾦沢学⽣のまち推進会義

学⽣とまちとの
関係を再構築

学⽣と市⺠との
コミュニティの再⽣

⾦沢のまち全体で
学⽣のまちを推進

15

学⽣のまち推進条例
施策の推進体制

⾦沢まちづくり学⽣会義

学⽣のまちを市と協働ですすめるため
の学⽣組織

学⽣のまち地域推進団体

地域活性化のために地域、⼤学、学⽣
が交流して取り組むまちづくり組織
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⾦沢まちづくり学⽣会議
 学⽣とまちとの関係を再構築
 様々な⼤学等の学⽣で構成（第６期は７⼤学50⼈）
 学⽣のまち推進施策の実施主体
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まちなか学⽣まつり
 平成22年の条例制定時から継続中（5回開催）
 ⾦沢まちづくり学⽣会議が企画運営
 地元３商店街の協⼒（地域との交流）
 学⽣による「まちなか」のにぎわい創出
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KGR48
 ⾦沢まちづくり学⽣会議のメンバーによるダンスユニット
（第1期から継続中）

 現在は地域の祭りイベントへの出演・企画運営など、学⽣と
地域の架け橋にもなっている
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協働のまちづくりチャレンジ事業（学生まちづくり部門）

Canazawa Campus Summit（CCS2012～2014）

 共に学⽣によるまちづくり企画提案コンペ
 チャレンジは⼤学のゼミやサークル、インカレ団体による企画提案
 CCSは初対⾯の学⽣でグループを作り、24時間作業で企画提案
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まちなか学⽣交流拠点整備
繁華街に学⽣が集い、⼤⼈との交流ができる「まちなか学⽣交流街
」を指定

交流街を使った様々なイベントで地域交流を⾏う

20

⽊倉町

新天地

中央味⾷街
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⾦沢学⽣のまち市⺠交流館(概要)
 まちなかでの市⺠と学⽣の交流の場
 まちづくり活動の情報交換と学習の場
 学⽣とまちとの関係を深め、まちづくり活動を
⽀援し、協働による市政推進を図る

敷地面積 1,458.89㎡

延床面積 891.13㎡（地上2階）

施設概要

木造瓦葺き2階（学生の家）
延床面積592.58㎡ 156百万円

鉄骨造瓦葺き平屋（交流ホール）
延床面積300.20㎡ 135百万円

平成21年度 金沢学生のまち推進検討懇話会が拠点整備を提言

平成22年度 金沢まちなか学生交流街拠点整備計画策定

平成23年度 工事着手 まちなか学生交流拠点運営準備会発足

平成24年度
金沢学生のまち市民交流館条例施行・開館
金沢学生のまち市民交流館運営会議発足
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誰でも自由に出入りできるサロン ギャラリーとして利用できる土蔵

収容人数100名のホール 会議スペースの和室 22
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⾦沢学⽣のまち市⺠交流館（利⽤状況）
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学生 一般 来館者

年度計 当初目標 変更目標

【年度別利⽤者数（⼈）】 【団体別利⽤割合】

《学⽣の家》

《交流ホール》

学生団体
73%

大学等
8%

地域団体
2%

ＮＰＯ等
11%

行政
6%

有料団体
0%

学生団体

大学等
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有料団体

学生団体
46%

大学等
9%

地域団体
7%

NPO等
10%

行政
18%

有料

団体
11%
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OPENCITY in ⾦沢
 学⽣の後悔によって誕⽣した新⼊⽣向け企画
 ⾦沢のまちの魅⼒や学⽣活動を紹介し学⽣⽣活の充実を促す
 まちへの愛着による卒業後の定住や第⼆の故郷化
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交流館運営会議事業

「ぎゅぎゅぎゅっと」イベント

 交流館における、こども、若い保護者と学⽣との交流の場
 夏休み、節分、ひな祭りに開催
 交流館運営学⽣スタッフによる企画運営
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⾦沢学⽣のまち交流館学⽣スタッフ
 交流館の運営をサポートする学⽣をスタッフとして登録（現在17名）
 館の独⾃事業の企画運営やその他のイベントのサポート
 来訪者への館内案内、マッチングボード・掲⽰板管理やtwitter更新
 交流館を利⽤する学⽣によるボランティア活動
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交流館運営会議事業

⾦澤學⽣團体總会
 北陸の学⽣団体の交流と相互啓発を図るイベント
 100秒プレゼンによる団体紹介
 各団体代表者を対象にしたワークショップの開催
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SNOU
全国規模で開催する歴
史的空間再編学⽣コン
ペの企画・運営

atetote
⾥⼭を学⽣にもっと
知ってもらうためのフ
リーマガジンatetoteを
発⾏

Nプロジェクト
⼤学⽣が酒⽶からオリ
ジナルのお酒を造り、
そのお酒に想いを託し
能登・農業・⽇本酒の
魅⼒を若者に向けて発
信

創ル部
北陸最⼤の学⽣の祭典
「合同学園祭」の開催
やその他のイベントで
⾦沢を盛り上げる

能登ラボ
能登の地域課題解決に
取り組む。能登留学や
農村ボランティアな
ど。

平成26年度の⾦沢学⽣のまち市⺠交流館を
使⽤した学⽣団体数は54
最多使⽤回数は⾦沢まちづくり学⽣会議の
159回（累計573回）

学⽣団体の交流・活性化
 ⾦沢学⽣のまち市⺠交流館を拠点に活動する学⽣団体間の交流の創出
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全国の学⽣との交流

静岡県⽴⼤学の各種団体と

上：⾦沢にて 下：静岡にて

⾹川⼤学直島地域活性化プロジェクトと

慶應義塾⼤学との共同プロジェクト会議

 ⾦沢学⽣のまち市⺠交流館に関⼼を持った各地の学⽣との交流
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学⽣のまち・⾦沢魅⼒発信交流プロジェクト（H26〜H27年度事業）

「⾦沢×慶應 ⾦沢元気プロジェクト」
 慶應義塾⼤学と⾦沢まちづくり学⽣会議の学⽣が共同研究
 「学⽣のまち・⾦沢」を進化・発展させ魅⼒を発信する事業の実施
 北陸新幹線⾦沢開業に合わせ社会実験プランを策定
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学⽣のまち・⾦沢魅⼒発信交流プロジェクト

「かなざわ娘」

 慶應義塾⼤学SFC飯盛研究室との共同研究・社会実験モデル事業
 ⼥⼦学⽣⽬線による”かわいい“をテーマに⾦沢の魅⼒を再発⾒し、全
国に発信する

 地元企業との共同で新商品を開発し販売中
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33学⽣のまち・⾦沢魅⼒発信交流プロジェクト

「まちなか語らいキャンパス」
 学⽣と社会⼈が談論⾵発できる学都の情景を取り戻す
 学⽣の新たなコミュニティをまちなかに創出し、学⽣の活動を⽀援
してくれる社会⼈を増やす！
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学⽣のまち・⾦沢魅⼒発信交流プロ
「学⽣のまち」⾦沢ブランド向上プロジェクト

 H26~27⾦沢元気プロジェクトの社会実験モデルであった２事業
をH28年度本格実施

１．かなざわ娘
２．まちなか語らいキャンパス

【対象】
 商品開発に取り組む全国の学⽣団体
 ⾦沢の学⽣団体、学⽣
 地元企業

【内容】
 開発事例の意⾒交換
 ワークショップの開催

３．学⽣プロダクトデザイン会議
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歴史的空間再編学⽣コンペ
 全国の学⽣が対象の設計コンペで「学⽣のまち・⾦沢」を発信
 全国各地の歴史的空間のストックを⽣かした新たな価値の創造を競う
 企画運営は実⾏委員会と学⽣団体SNOUが担当
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⼈⼝減少社会に向けて
〜⾦沢市地⽅創⽣総合戦略〜

 社人研の推計に対し、
市独自の地方創生施策
で約８万５千人の減少を
防ぐ

 大学の２０１８年問題とも
関係が深い

金沢版総合戦略

基本目標Ⅱ

 学都金沢の強みを生か
し、学生がまちに愛着を
持ち、人々が集うまちを
つくる

 市外へ就職する学生数を
1割減

2,000人→1,800人

（平成27年10⽉ ⾦沢市⼈⼝ビジョン）
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課題と期待

 学⽣団体と学⽣、地域、商店街、企業との
つながりと創発

 時流を捉えた学⽣団体活動⽀援施策の展開

 2018年問題をふまえた魅⼒的な「学⽣のま
ち⾦沢」の推進

期待
 主権者市⺠としての⾃覚と活動

 卒業後も社会⼈として定住

 次の時代を担う、より良き市⺠への成⻑

課題
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まとめ（ふりかえり）

 城下町の歴史が育んだ学都…「四⾼」「⾦⼤城内キャンパス」

 まちの特徴である⾼等教育機関の集積と郊外移転

 まちなかのにぎわい創出、地域住⺠との交流の促進への対応

 条例の制定と活動拠点の整備による学⽣活動の⽀援・活性化

 ⼤学や地域を越えた学⽣たちの活動・交流の広がり

 市⺠に受け継がれる学都の誇り、学⽣への温かさ、寛容さ

 「まちづくり」は「ひとづくり」
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⾦沢学⽣のまち市⺠交流館（運営体制）
運営スタッフ（市直営⽅式）

館⻑ 市⺠協働推進課⻑兼務
職員（⾏政職） １名（主査級）
職員（⾮常勤） ３名（シフト勤務）
コーディネーター １名（毎⽇午後〜22時：４名でシフト）
警備員（委託） １名（毎⽇18:30〜22:00）

運営経費（2015年度）
会議費（運営会議・幹事会） 150千円
コーディネーター謝礼 3,800千円
交流促進事業費 850千円
学⽣スタッフ謝礼 200千円
管理費（警備、清掃、樹⽊等） 6,055千円
⾮常勤職員費（3⼈） 6,621千円

計 17,676千円


