
H23

H23

H20

H23

H23

市 福 居 商 交

○

○

○

○

中心市街地活性化協議会

経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

H16～H19

H17～H21

特別用途地区

都市計画決定日市町村全域(人) 中心市街地(人)

歩行者・自転車通行量（金沢駅除き）（人）

人口の年間社会動態（人）

終了

57,916H24.3 4年11ヶ月 467.77㎢ 約860ha H19.11.30

面積

市町村全域(k㎡) 中心市街地(ha)

人口

金沢商工会議所

にぎわいと交流が生まれる中心市街地

にぎわいと交流が生まれる中心市街地

過度に自動車に依存しない中心市街地

H19～H23の合計
がﾌﾟﾗｽに

80,000

H19年度ﾍﾞｰｽにﾌﾟ
ﾗｽ傾向

4,000,000

誰もが暮らしやすい中心市街地

まちなか彫刻・国際コンペティ
ション開催費

辰巳用水流水保全事業

大手門中町通り整備事業

現況

実施主体

金沢市、 金沢・ま
ちなか彫刻作品・国
際コンペティション
実行委員会

目標

73,292

3,661,234

708,478

H17

H17

H17

H17

概要

・メインストリート（アート・アベニュー）沿いに、世界から
公募した優れた彫刻作品を設置します。
・コンペ2004

4作品設置
・コンペ2006

3作品設置予定

750,000

H14～H18の平均
-462

名称

認定日

設立日

H19.1.29

期間開始
最終変更日

指標

445,953

にぎわいと交流が生まれる中心市街地

H19.5.28 H22.11.12 H19.5

基本計画名称

金沢市中心市街地活性化基本計画

事業名

計画期間

市町村名

金沢市

都道府県名

石川県

金沢駅通り線せせらぎ水路整備事
業

金沢市中心市街地活性化協議会

都市機能の増進(法第15条第1項第1号)

㈱金沢商業活性化センター

歩行者・自転車通行量（金沢駅のみ）（人）

JR金沢駅の年間定期外利用者数（人）

金沢ふらっとバスの乗車人員（人）

区分

・辰巳用水の清流を年間を通じて市内に通水するため、分水施
設を設置します。
（設置個所）
・県立能楽堂前
・香林坊中央公園前
・近江町

・大手門前から尾張町までの約300ｍ区間において、無電柱
化、両側歩道の設置、史実に基づいた｢せせらぎ｣の整備を行い
ます。

目標

・金沢駅通り線の整備にあたり、水・緑などを取り入れ、快適
で魅力ある歩行空間を創出するために、水路整備を行います。

事業期間 支援措置

まちづくり交付金

まちづくり交付金

まちづくり交付金

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

H15～H20

H18～H24

H16～H20

H16～H19

支援措置
期間

H17～H21

H18～H24

金沢市

金沢市

金沢市



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

○

金沢市

①②
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市

H16～H19 H16～H19

H11～H19 H16～H19

H17～H20 H17～H20

H17～H19 H18～H19

桜橋詰・寺町台界隈整備事業
①桜橋左岸上流河岸緑地(仮称)整
備
②桜橋右岸下流河岸緑地(仮称)整
備
③にし茶屋街～寺町連絡路修景整
備（静音の小径）

本多町歴史文化ゾーン整備事業
①本多歴史の森整備
（緑地空間）
②鈴木大拙館（仮称）整備
③緑の小径整備
④広坂・新桜線整備
（美術の小径整備）
⑤本多町3丁目線5号外2路線（道路
等修景整備）
⑥広坂1丁目線9号（遊歩道整備）

まちづくり交付金

西外惣構沿い通り整備事業
①西外惣構沿い（玉川公園横）道
路整備事業
② 〃( 〃 )無電柱化事業

石引1、3丁目地内道路整備工事他1
箇所
（歩行空間創出事業）

近江町市場再整備事業 （市民セン
ター・保育ゾーン）

中央消防署味噌蔵出張所（仮称）
建設事業

石引1丁目線20号（大学病院前）
（平成の広見創出事業）

金沢駅通り線排水路整備事業 まちづくり交付金

・金沢駅通り線沿線に配する「せせらぎ水路」の流末処理及び
辰巳用水からの取水施設を整備します。
（中島排水路）
Ｌ＝200ｍ
車道暗渠内排水路整備
（近江町排水路）
Ｌ＝100ｍ
水路整備導入施設設置

金沢市

金沢市 ・中心市街地に消防（防災）施設を開所します。

まちづくり交付金

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

①H21

①～⑤
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

①H21

まちづくり交付金

金沢市

金沢市

・西外惣構復元整備と併せ、近世史料館前までの約200ｍ区間
において無電柱化、道路修景整備を行います。

・道路拡幅や遊歩道の整備、無電柱化などの面的整備に取り組
むとともに、その核として「鈴木大拙館（仮称）」を整備しま
す。

・狭隘道路において側溝改良（蓋かけなど）を行い、歩行空間
の確保を図ります。
（平成21年度以降、「歩行空間創出事業」に統合）

・近江町市場再開発ビル内に、子育て支援施設、市民サービス
コーナー等を設置し、多世代が交流できる生涯学習施設を開設
します。
〔近江町市場交流プラザ（仮称）〕

・金沢大学病院前の道路を辰巳用水や小立野寺院群を活かした
「広見」として整備し、賑わい空間を創出します。

・緑地整備や電線類の地中化、道路の修景整備に取り組み、面
的な整備を推進します。

金沢市

金沢市

①②H21～
H23

③H23
④H21

⑤H21～H22
⑥H21～H22

①②H21～
H23

③H23
④H21

⑤H21～H22

H23～H24 H23～H24

H19～H20 H19～H20まちづくり交付金



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

○

まちなか歩行回廊関連道路整備工
事
①4連区線1号外(近江町市場周辺道
路)
②片町・広坂1丁目線
③兼六町線
④武蔵・片町線
⑤本町・白菊線
⑥武蔵町線
⑦香林坊2丁目線
⑧高岡町線10号

歩行空間創出事業
①石引1、3丁目地内他１箇所
②石引2丁目地内

大野庄用水沿い通り整備事業
①準幹線514号本町白菊線道路整備
事業
②準幹線514号本町白菊線無電柱化
事業

金沢市
・大野庄用水護岸修景整備と併せ、中央通り口交差点から約80
ｍ区間において無電柱化や道路修景整備を行います。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

①H22
②H23～①

H23

①H22
②H23～①

H23

①H11
②H21～
～①H19
②H25

①H16
②H21～
～①H19
②H25

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市

金沢市

まちなか賑わい創出無電柱化推進
事業
①木倉町通り
②旧北国街道(ふくろう通り)
③尾山神社参道

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市

金沢市

・北陸新幹線の整備にあわせ、ＪＲ沿いの住宅密集地に、安全
な歩行空間を備えた道路を新設します。

文化的景観創出無電柱化推進事業
・お堀通り（大手町）

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市

・金沢城周辺、兼六園周辺、東茶屋街周辺、寺町周辺、西惣構
堀周辺（尾山町・玉川町）において、住民の意向を反映しなが
ら、様々な低コストの手法を組み合わせた金沢らしい無電柱化
を推進します。

新幹線側道整備事業（金沢駅以
西）
①三社町線15号
②長土塀3丁目線33号外1路線

①H19～H21
②H19～H24

①H21
②H21～H24

H20～H24 H21～H24

①H19～H23
②H22～H25
③H21～H25

①H21～H23
②H22～H25
③H21～H25

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

・金沢駅前周辺、片町・香林坊周辺において、住民の意向を反
映しながら様々な低コストの手法を組みあわた金沢らしい無電
柱化を推進します。

・まちなかにベンチやトイレ、植栽を配置するなど、市民が歩
きやすい歩行環境の整備を進めます。

①H18～H21
②H21～H23

③H21
④H22～H24

⑤H21
⑥H21
⑦H24

⑧H19～H25

金沢市

①H21
②H21～H23

③H21
④H22～H24

⑤H21
⑥H21
⑦H24

⑧H21～H25

H21～H22 H21～H22
・舞台上部の梁、床スラブを撤去・補強するとともに、舞台機
構・照明の改修を行うほか、別館を楽屋やコンベンションにも
活用できる会議室に改修します。

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

・中心市街地に位置する商店街や歴史文化施設の周辺におい
て、快適な歩行空間を整備します。

金沢市社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢歌劇座改修事業

H20～H25 H22～H25

・狭隘道路において側溝改良（蓋かけなど）を行い、歩行空間
の確保を図ります。

まちなか歩行回廊整備事業



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

○

H21～H25 H21～H25

H21～H24 H21～H24

・北陸新幹線開業に合わせ、平成3 年に整備された駅西広場を
交通バリアフリー法に対応した広場として再整備します。
（・バスターミナル、タクシーベイ、一般駐車場の輻輳解消と
機能向上
・エレベーター等のバリアフリー施設の整備と歩行経路の確立
・広場機能の向上によるにぎわいの創出）

金沢市

・再開発事業に併せ地域住民の交流広場を整備します。

・旧ＪＴ金沢支社ビルを改装し開設する玉川こども図書館（仮
称）内に、地域住民との相互交流や、子どもから大人までの世
代間交流を促進するための交流ホールや地域活動室などを整備
します。

金沢市

金沢市

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢駅西広場再整備事業
①金沢駅港線（金沢駅西広場）
②金沢駅西にぎわい広場

①中心市街地活性化ソフ
ト事業 ①H20

都心軸沿道飾花推進事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、(財)金沢ま
ちづくり財団、緑を
育て金沢を美しくす
る会

玉川こども図書館（仮称）整備事
業
（地域交流）

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

まちづくり交付金

三・四工区広場整備事業

H17～H20 H19～H20

・金沢駅から金沢歌劇座に至る国道、県道、市道の沿線にプラ
ンターやフラワーバスケットを設置し「森の都金沢」にふさわ
しい都市景観を創出します。

H20～ H20～

玉川こども図書館（仮称）整備事
業（広場）

まちづくり交付金 金沢市
・旧ＪＴ金沢支社ビルを改装し開設する玉川こども図書館（仮
称）併設地と隣接する玉川公園を連続した広場空間として整備
します。

H17～H20 H19～H20

金沢市
・金沢市景観総合計画及び景観計画の区域の拡大や規制の強化
を行うとともに、まちなかにおける違反広告物の除去等を行
い、美しい景観の形成をめざします。

H19～ H20～

もてなしドーム賑わい交流事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・金沢駅東広場（もてなしドーム）の利用を促進し、金沢駅周
辺の賑わいの創出を図ります。
・もてなしドーム企画運営センターの運営

H17～ H19～H23

美しい都市景観形成事業 中心市街地活性化ソフト
事業

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）H20～H22 H21～H22

・施設の老朽化に伴い、金沢の金箔ゆかりの地である東山地区
へ移転新築し、広く金箔の紹介を行うとともに、新技術の検討
等を行う場とします。

金沢市 ○

H19～H22

②まちづくり交付金
②

H21～

金沢駅利便性向上検討調査事業 H20～ 金沢市 ○

耐震性貯水槽設置事業 社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市 ・安全・安心なまちづくりの基盤整備を促進するため耐震性貯
水槽を設置します。

H21～H23 H21～H23

安江金箔工芸館移転整備事業

・金沢駅のコンコース等における案内表示など、金沢駅及びそ
の周辺の利便性を高めるための方策を関係団体と連携しながら
検討します。



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

金沢駅武蔵北地区第一種市街地再
開発事業第三・四工区

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等）

金沢市 ・市街地再開発事業により、住宅、商業施設の整備とシンボル
ロード等の主要公共施設整備を一体的に行います。

S51～H25 H15～H25

逆水門改良事業 社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市
・平成20年7月の集中豪雨により大水害を引き起こした浅野川
に設置されている水門8箇所について改良を行います。（木製
→鋼製）

H22～H24 H22～H24

桜橋詰・寺町台界隈整備事業
・大豆田・長土塀地区（市）準幹
線546号清川町線外１路線（無電柱
化）

社会資本整備総合交付金
（地域活力基盤創造計
画）

金沢市 ・緑地整備や電線類の地中化、道路の修景整備に取り組み、面
的な整備を推進します。

H22～H24 H22～H24

香林坊2丁目地区優良建築物等整備
事業

地域住宅交付金（優良建
築物等整備事業）

北國土地建物(株)、
金沢信用金庫

・本市が推進する定住促進、沿道景観整備、賑わい創出、小規
模駐車場が点在する土地利用の改善等に寄与することを目的と
して、住宅、業務、店舗、駐車場によって構成される複合用途
の施設建築物を整備します。

H19～H20 H19～H20

武蔵ヶ辻第四地区第一種市街地再
開発事業

市街地再開発事業 武蔵ヶ辻第四地区市
街地再開発組合

・市街地再開発事業により、武蔵ヶ辻の一角に位置する老朽化
した近江町市場の再整備を行うとともに、併せて道路等公共施
設を整備します。

S61～H20 H14～H20

社会資本整備総合交付金
（地域活力基盤創造計
画）

金沢市

・金沢城周辺、兼六園周辺、東茶屋街周辺、寺町周辺、西惣構
堀周辺（尾山町・玉川町）において、住民の意向を反映しなが
ら、様々な低コストの手法を組み合わせた金沢らしい無電柱化
を推進します。

③H22～H24 ③H22～H24

社会資本整備総合交付金
（地域活力基盤創造計
画）

金沢市

・金沢城周辺、兼六園周辺、東茶屋街周辺、寺町周辺、西惣構
堀周辺（尾山町・玉川町）において、住民の意向を反映しなが
ら、様々な低コストの手法を組み合わせた金沢らしい無電柱化
を推進します。

②H22～ ②H22～

社会資本整備総合交付金
（地域活力基盤創造計
画）

金沢市

・金沢城周辺、兼六園周辺、東茶屋街周辺、寺町周辺、西惣構
堀周辺（尾山町・玉川町）において、住民の意向を反映しなが
ら、様々な低コストの手法を組み合わせた金沢らしい無電柱化
を推進します。

①H22～ ①H22～

本多町歴史文化ゾーン整備事業
・大豆田・長土塀地区（市）本多
町３丁目線１号外１路線（無電柱
化）

社会資本整備総合交付金
（地域活力基盤創造計
画）

金沢市
・道路拡幅や遊歩道の整備、無電柱化などの面的整備に取り組
むとともに、その核として「鈴木大拙館（仮称）」を整備しま
す。

H22 H22

社会資本整備総合交付金
（地域活力基盤創造計
画）

金沢市

・金沢城周辺、兼六園周辺、東茶屋街周辺、寺町周辺、西惣構
堀周辺（尾山町・玉川町）において、住民の意向を反映しなが
ら、様々な低コストの手法を組み合わせた金沢らしい無電柱化
を推進します。

④H24～ ④H24～

冬期バリアフリー歩行環境整備事
業

社会資本整備総合交付金
（道路事業） 金沢市

・交差点歩道などのポイント消雪整備を行い、歩行者動線の連
続性を確保します。
（6交差点）
・市民と行政の協働により歩道除雪体制の充実を図ります。
（バス停10箇所）

H15～ H19～H23

文化的景観創出無電柱化推進事業
①主計町
②お堀通り（裁判所前）
③石引4丁目線（本多の森ホール
前）
④東山木町通り



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置
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○ ○

○

○

○

○

○

○まちなか歴史的用水再生事業 農山漁村地域整備交付金 金沢市
・まちなかにおける辰巳用水、大野庄用水の整備と開渠化を行
うとともに、史跡、文化財の価値を明らかにするための発掘・
文献等の調査を進め、辰巳用水の国史跡指定を目指します。

H19～ H19～H26

社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業） H23～H26

社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業） H23

金沢市H22～

金沢市

金沢都心軸交通環境改善調査 街路事業 石川県、金沢市 ・新交通導入の前提となる公共交通利用者数の増加を図るため
に様々な交通実験を実施します。

H8～ H19

高岡町線10号 道路事業 金沢市

・2級幹線311号武蔵・片町線と国道157号を結ぶ路線の道路拡
幅整備を行い、歩道幅員を3.5ｍと広くするとともに、車道に
ついても一方通行道路から二車線道路とします。
（平成21 年度以降、「まちなか歩行回廊関連道路整備工事」
に統合）

H18～ H19～

広坂１丁目線9号（本多広坂線）道
路整備事業 道路事業 金沢市

・現道幅員が狭く十分な歩道幅が確保されていない金沢21 世
紀美術館・金沢歌劇座の隣接道路を整備し、安全な歩行空間を
確保します。
（平成21 年度以降、「本多町歴史文化ゾーン整備事業」に統
合）

H20～ H20～

武蔵ヶ辻地区優良建築物等整備事
業 優良建築物等整備事業 日本レイト（株）

・武蔵ヶ辻交差点にある旧ダイエー跡地の再整備を支援し、中
心市街地の活性化を図ります。H20～H21 H20～H21

金沢まちなか学生交流街拠点整備
事業

H23～H24 社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業）

H23～H24 金沢市
・学生がまちなかに集い、学生活動を進めるほか、市民や商店
街との交流・様々な活動を展開するため、拠点施設として「ま
ちなか学生の家（佐野家）」及び「交流ホール」を整備

国宝重要文化財等保存整
備費補助金（文化庁） H14～

伝統的建造物群保存地区保存対策
調査事業費補助

まちなかに残る歴史遺産の保存･活
用事業

・所有者による維持が困難となっているまちなかの歴史遺産を
市が取得し、復元修理を実施して建造物の価値を高め、公開活
用します。

○

文化的景観保存事業 文化的景観保護推進事業 金沢市

・近世城下町が基盤となって形成される文化的景観の保存計画
を策定し、国の重要文化的景観の選定を目指します。
・歴史的まちなみである「長町武家屋敷群跡」や「にし茶屋
街」等の調査・整備を行います。

H19～ H19～H23

・伝統的建造物群保存地区である東山ひがし地区及び主計町地
区内の建造物等の修理・修景事業に対し助成を行い、地区の保
存を図ります。また、主計町の重要伝統的建造物群保存地区選
定をめざすとともに、卯辰山山麓寺院群の伝統的建造物群保存
地区指定を推進します。

○H13～

歴史的環境形成総合支援
事業 H22



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

○金沢市H17～H26

道路標識特区推進実験事業

・美しい沿道景観の形成を図るため、道路標識特区を活用し
て、兼六園周辺等の周辺環境に配慮すべき地域において道路標
識を縮小する社会実験を行い、景観や道路交通に及ぼす影響に
ついて検証します。

H18～H22

歴史的環境形成総合支援
事業 H20～H22

惣構復元整備事業
・城下町金沢の歴史遺産である惣構（そうがまえ）について、
国の史跡指定を目指します。また、現地調査及び発掘調査を行
い、その結果をふまえ、復元整備を行います。

十間町活性化広場整備事業 金沢市 ・観光客のみならず、周辺町会や商店街も幅広く活用できる多
目的広場を整備します。

H21～H22

辰巳用水流水保全事業 金沢市

・辰巳用水の清流を年間を通じて市内に通水するため、分水施
設を設置します。
（設置個所）
・尾山町

H16～H21

世界遺産関連新無電柱化推進事業 金沢市
・無電柱化の次期5ヵ年計画を策定するとともに、金沢城を中
心とした周辺地域の無電柱化を推進します。
（平成21年度以降、「文化的景観創出無電柱化事業」に統合）

H19～H20

片町・香林坊界隈無電柱化等道路
修景事業

金沢市

・片町、香林坊界隈の道路整備構想を策定するとともに、木倉
町通りの無電柱化を行います。
（平成21年度以降、「まちなか賑わい創出無電柱化事業」に統
合）

H19～H20

社会資本整備総合交付金
（街なみ環境整備事業） H23～H26

兼六園周辺文化施設情報発信シス
テム運用事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・兼六園周辺の県・市文化施設に情報端末を設置し、各館の詳
細情報、イベント案内を携帯電話を利用し、配信します。（21
世紀美術館ほか8文化施設を対象）

H18～ H19～H23

大人と子どものウォークラリーと
遊びの広場（金沢子ども週間普及
促進事業）

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市

・子どもや大人がまちなかの文化施設等をまわり、その魅力に
触れることを目的とします。また、まちなかの公園に団体と協
働で遊びのブースを企画し、子どもと大人が交流を深める広場
を開催します。

H16～H19 H19

玉川こども図書館（仮称）整備事
業（図書館）

まちづくり交付金 金沢市 ・旧ＪＴ金沢支社ビルを改装し、主に中学生以下の児童、幼児
等を対象とした図書館を開設します。

H17～H20 H19～H20

金沢の三文豪月間事業
中心市街地活性化ソフト
事業

(財) 金沢文化振興
財団

・金沢の文学土壌の醸成と、まちなか文化施設の一体的な運用
を図ります。
（・三文豪原作映画上映会
・文学館スタンプラリー
・文学散策
・講演会、講座
・朗読、語り）

H17～ H19～H23

金沢市



市 福 居 商 交
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○

○

○

○

○

○

○

○

○

・学習活動の場や親子の集いの場、食育推進の場を設け、市民
に提供することで、世代間の交流を促進します。

H21～

近江町ちびっこ広場（仮称）事業
地域子育て支援拠点事業
補助金 金沢市

・まちなかの再開発事業の保留床を活用し、親子の遊びや交流
の場、買い物客のための子どもの一時預かり所、子育て相談の
場となるちびっこ広場を整備します。
（平成21 年度以降、「近江町交流プラザ運営事業」に統合）

H20 H21～H23

バリアフリー推進事業 社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市 ・公共施設において視覚に障害のある方に対して入り口で音声
誘導する装置を設置します。

H22～H23 H22～H23

金沢駅こどもらんど事業 次世代育成支援対策交付
金

金沢市
・金沢駅あじわい館内において、乳幼児の親子が一緒に遊びな
がらふれあえる場を提供するとともに、子育て相談や子育て支
援事業を実施します。

H9～ H19～H23

②次世代育成支援対策交
付金 ②H22～

金沢市 ○近江町交流プラザ運営事業

①H21

まちなか学生共生事業
①まちづくり交付金
②中心市街地活性化ソフ
ト事業

金沢市、香林坊ハー
バー実行委員会

・中心市街地において、学生が自主運営する活動拠点を市が提
供するとともに、中心市街地における学生主体の各種イベント
の開催を補助し、まちなかの賑わい創出と学生のまちなかへの
居住を推進します。

H14～H21 ①H17
②H21～H20

金沢まちづくり市民研究機構運営
事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・市民主体による個性豊かで創造的な都市政策の研究を行い、
そこで出された研究成果を市政に反映させるとともに、地域に
おけるまちづくりのリーダーとなる人材を育成します。

H15～ H19～H23

金沢福祉用具情報プラザ運営事業
金沢市（指定管理
者：金沢市社会福祉
協議会）

・身体機能にあった福祉用具の選定や住宅改修の支援、各種福
祉情報の提供を通じ、障害のある方や高齢者等の社会・日常に
おける自立の促進を図ります。

H14～

老人福祉施設建設事業費補助 金沢市
・中心市街地等に特別養護老人ホーム等を建設する事業者へ建
設費を補助することにより、社会福祉施設の整備促進を図りま
す。

H2～

（仮称）まちづくり協働推進事業
（市民ブレイン型）

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・市民活動団体等から公募により採用した事業を提案団体と行
政が協働で取り組むことにより、協働のまちづくりを実践しま
す。

H23～ H23～

旧町名復活事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・藩政時代のまちの特徴を象徴的に表した、由緒ある美しい町
名の復活により、地域コミュニティの活性化を推進します。

H11～ H21～

①地域子育て支援拠点事
業費補助、保育対策等促
進事業補助
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○

○

○

○

○

○

○

○

H22～ 金沢市

「学生のまち・金沢」推進事業 H22～
金沢市、
金沢まちづくり学生
会議

・平成22年度施行の「学生のまち推進条例」（略称）に基づ
き、学生の力を地域に活かす活動を積極的に展開します。

①中心市街地において学生が学ぶための講座等の開催及び開催
の支援を行います。また、中心市街地での学生ならではのイベ
ント等を企画・支援します。
②都心軸沿線に移転する学校等が実施する通学費助成に対して
支援します。

①H22～
②H23～

H23～H27

まちなかキャンパス事業
中心市街地活性化ソフト
事業

住宅市街地総合整備事業（石屋小
路・栄町地区）

社会資本整備総合交付金
（住宅市街地総合整備事
業）

金沢市

・武蔵地区（石屋小路・栄町・高岡町下藪ノ内北部）におい
て、住民による「まちづくり構想」の実現のため、住宅市街地
総合整備事業（密集住宅市街地整備型）による整備を図りま
す。

H16～H25 H16～H23

まちなか定住促進事業（まちなか
住宅リフレッシュ支援事業）

地域住宅交付金 金沢市
・まちなかにおいて昭和25年以前に建てられた木造住宅の外観
改修等に対し助成することで、町家等の良好な外観を維持する
とともに定住を促進します。

H17～H21 H17～H21

まちなか学生交流街創生事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、
金沢まちづくり学生
会議

・まちなか学生交流街創生事業（学生が集い、まちづくりや商
店街との連携について「談論風発」するとともに、学生が主体
となって、賑わいを創出します。）

H22～ H22～

金澤町家継承・活用促進事業 地域住宅交付金 金沢市

・まちなか区域で大幅に減少傾向にある戦前に建てられた歴史
的建築物（金澤町家）の継承・活用を促進するため、モデル活
用事業や町家学習塾を開催し、町家住まいに関する実態調査を
実施します。

H17～H23 H19

まちなか定住促進事業
（まちなか住宅団地整備費補助）

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく
事業）

金沢市 ・まちなかにおいて、住宅地の整備に対し、助成することによ
り定住を促進します。

H18～H26 H18～H26

まちなか定住促進事業（まちなか
空家活用促進補助）

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく
事業）

金沢市

・まちなか区域において、昭和26 年以降に建築された空家
（金沢まちなか住宅再生バンクに掲載した空家）を購入し、自
ら定住するものに対して内部改修工事費を助成することにより
定住を促進します。

H22～H26 H22～H26

金沢市

・町家の再生活用を推進するため、木造建築物の内外部の修
繕・補強などに対し助成します。
・補助率1／2
・限度額
(住宅)4,000千円
(店舗、工房、事務所等)5,000千円

社会資本整備総合交付金
（地域住宅計画に基づく
事業）

H23～

コミュニティ空間保存活用事業 金沢市
・コミュニティ空間（広見、寺社等の境内、袋小路、用水、わ
き水）の保存と活用を行うことにより、地域コミュニティの活
性化を図ります。

H18～

歴史的環境形成総合支援
事業 H22

町家再生活用事業 H22～

○

○

中心市街地活性化ソフト
事業 H22

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等と
一体の効果促進事業）
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○

○
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まちなか定住促進事業 金沢市 ・まちなか区域において、定住人口の増加を図るため、戸建て
住宅の建設又は購入、共同住宅の購入又は改修に助成します。

H10～H26

まちなか低未利用地活用促進支援
事業

金沢市 ・狭隘道路に面する500㎡に満たない低未利用地の住宅地整備
に助成します。

H20～H26

近江町市場「市民の台所」活性化
事業〈アーケード架け替え〉

戦略的中心市街地中小商
業等活性化支援事業費補
助金

近江町市場商店街振
興組合

・近江町市場の老朽化しているアーケードの架け替えを行いま
す。
（中通り98ｍ、鮮魚通り78ｍ）

H19～H20 H19～H20

近江町市場商店街振興組合
中小小売商業高度化事業計画

中小小売商業高度化事業
に係る特定民間中心市街
地活性化事業計画の主務
大臣認定

近江町市場商店街振
興組合

近江町市場「市民の台所」活性化事業
〈アーケード架け替え〉
（詳細は(2)に記載）
〈共同店舗設置〉
（詳細は(2)に記載）

まちなか空地・空家活用促進事業 金沢市

・まちなか区域における空地・空家に関する情報提供のため、
金沢まちなか住宅再生バンクを運用します。
・狭隘道路に面する500㎡に満たない住宅地整備における空地
（金沢まちなか住宅再生バンクに掲載した土地）の売主に助成
します。

H22～H26

H19～ H19～H21

セレクトショップ集積事業 戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業費補助金

(株)タテマチ・プロ
パティ・マネージメ
ント

・竪町商店街振興組合の出資によるまちづくり会社が、空き店
舗の利用権を集約して、魅力あるテナントを誘致し、商店街の
活性化を図ります。

H21～ H21～

タテマチにぎわい創出事業
戦略的中心市街地中小商
業等活性化支援事業費補
助金

竪町商店街振興組合

・タテマチストリート全体をパフォーマンススペース及び展示
スペースと捉え、各種イベントを開催します。
・タテマチフェスティバル「タテフェス」（ファッション
ショー等）
・Car&Life ストリートフェス（モーターショー等）

H21～ H21～

近江町市場「市民の台所」活性化
事業〈共同店舗設置〉

戦略的中心市街地中小商
業等活性化支援事業費補
助金

近江町市場商店街振
興組合

・近江町市場の老朽化している区域の店舗を共同店舗化しま
す。

H20～H22 H21～H22

かなざわ史跡コンサート開催事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、（財）金沢
芸術創造財団

・歴史的建造物や史跡等を会場に、「かなざわ史跡コンサー
ト」を開催します。（年10回程度）

H5～H21 H19～H21

金沢香林坊地区複合施設整備事業 戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業費補助金

(株)北國新聞社 ・香林坊商店街区域において魅力ある店舗の誘致とメディアの
オープンスタジオ等を核とする複合施設を整備します。

H21～H22 H21～H22

かなざわグリーンウォーク開催事
業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市

・大和町広場（金沢市民芸術村）や金沢城公園新丸広場を主会
場とし、おおよそ5～20㎞のコースを数コース設定し、健康づ
くり、体力づくりとして金沢の街を歩くことで歴史や自然の残
る金沢のよさを再発見します。

H8～ H19～H23
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尾張町老舗交流館運営事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、尾張町商店
街振興組合

・尾張町商店街の空き店舗を借り上げ、市民や観光客の憩いと
交流の場として「尾張町老舗交流館」を開設し、中心商店街の
賑わい創出と尾張町が藩政時代から引き継ぐ老舗の文化を紹
介・発信します。

H8～ H19～H23

中心商店街店舗誘致対策事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、
商店街

・空き店舗対策を積極的に行う商店街に対して、その活動費等
の一部を助成します。
①商店街店舗誘致活動費補助
補助率2／3
限度額5,000千円
②家賃補助
補助率2／3
限度額2,500千円

①H21～ H21～

春の舞ひろさか開催事業
中心市街地活性化ソフト
事業

春の舞ひろさか実行
委員会

・広坂通りを中心に、広坂緑地やいもり堀園地を主会場とし
て、踊りをメインにした各種イベントを開催します。
・ステージイベント
（よさこい等）
・ストリートカフェ等

H18～ H19～H23

中心市街地賑わい創出事業
中心市街地活性化ソフト
事業

商店街振興組合（武
蔵地区、香林坊・片
町地区）

・中心商店街において、市内全域や近隣市町など広域からの集
客力を高め、賑わい溢れるイベントを開催します。
（金沢市補助）
・補助率1／3
・限度額2,000千円

H5～ H19～H23

中心市街地出店促進事業
中心市街地活性化ソフト
事業 金沢市

・中心市街地における空き店舗への出店を促進するため、家賃
の一部を商店街を通じて助成します。また、誘致に積極的な商
店街には奨励金を交付します。
①補助金
補助率
1 年目1／2
2 年目1／3
限度額
1 年目1,000千円
2 年目 700千円
②奨励金
1件 500千円
(奨励金は平成19～21年度）

H9～ H19～H23

まちなかパフォーマンスシアター
開催事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、
㈱金沢商業活性化セ
ンター

・まちなかの賑わい創出を目的として、まちなかの広場等で音
楽やダンス、大道芸などアマチュアパフォーマーによるイベン
トをほぼ毎週末開催します。

H13～ H19～H23

むさしまつり開催事業 中心市街地活性化ソフト
事業

㈱金沢商業活性化セ
ンター

・武蔵地区の5商店街（武蔵、横安江、尾張町、近江町、彦
三）が賑わいを創出するために、独自色を打ち出した集客力あ
るイベントを共同で開催します。

H11～ H19～H23

5タウンズ・ウインタープレゼンツ
開催事業

中心市街地活性化ソフト
事業

㈱金沢商業活性化セ
ンター

・香林坊地区の5商店街（5タウンズ）が一体となり、冬期に連
続したイベント等を開催します。

H18～ H19～H23
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中心市街地活性化ソフト
事業

H23 金沢中心商店街まち
づくり協議会

・香林坊地区の5商店街(5タウンズ)が一体となり、活性化に向
けた各種ソフト事業を実施します。

金沢クラフトビジネス創造機構運
営事業

H23～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～ 金沢クラフトビジネ
ス創造機構

・「金沢クラフトビジネス創造機構」の運営及び事業の実施を
行い、伝統工芸品産業、繊維産業及びデザイン業を含めた生活
文化産業である「クラフト」のビジネス化を推進します。

アートアベニュー「オフィスアー
ト」事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、㈱金沢商業
活性化センター

・金沢駅から金沢21世紀美術館を結ぶメインストリート（アー
トアベニュー）沿いの企業等のショーウインドーに学生等の芸
術作品を展示します。

H16～H22 H19～H22

金沢市都心軸線出店促進事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市

・武蔵ヶ辻交差点から南町及び香林坊を経由して、広坂並びに
片町及び竪町に至るメインストリート沿いに衣服及び服飾雑貨
と伝統工芸品等の販売専門店を出店する事業者に対し、店舗改
修費等の一部を助成します。

H19～ H19～H23

金沢エコポイントシステム普及促
進事業

中心市街地活性化ソフト
事業

㈱金沢商業活性化セ
ンター、商店街振興
組合 （武蔵地区、
香林坊・片町地区）

・まちなかの賑わい創出と公共交通の利用促進を目的とした
「金沢エコポイントシステム」（中心商店街での買い物客への
バスポイント付与制度）の広報宣伝端末機器の設置を行いま
す。

H18～ H19～H23

まちなかギャラリー及びまちなか
観光交流サロン開設事業

中心市街地活性化ソフト
事業

公立大学法人金沢美
術工芸大学（まちな
かギャラリー）、
金沢市（まちなか観
光交流サロン）

・片町商店街の中核をなす商業ビルの空きフロアーを活用し、
金沢美術工芸大学が作品の発表や展示等を行うギャラリーや市
内中心部における観光案内所として観光交流サロンを開設しま
す。

H21～ H21～

中心市街地業務機能集積促進事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・金沢駅西広場周辺、彦三及び金沢駅東から武蔵ヶ辻、香林
坊、広坂を結ぶメインストリート沿いのオフィスビルへ進出す
る企業に対し、開設経費の一部を助成します。

H16～ H19～H23

中心商業地パーキングサービス共
通化事業

H23 中心市街地活性化ソフト
事業

H23 ㈱金沢商業活性化セ
ンター

・中心商店街のパーキングサービス事業の共通化を図ります。

中心商店街（5タウンズ）魅力・活
力向上促進事業

H23～

「金沢・クラフト兼六」運営事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、金沢工芸普
及推進協会

・石川県観光物産館2階で、里山工房等で活動する作家の作品
や希少伝統工芸品を展示・販売するアンテナショップを運営し
ます。

H17～H20 H19～H20

金沢ショッピングバス運行事業
中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、金沢ショッ
ピングバス運行実行
委員会

・中心商店街、大型商業施設、交通事業者等が連携して、実行
委員会を組織し、金沢駅から武蔵が辻、香林坊地区を結ぶ無料
ショッピングバスを運行します。
（平成20 年度以降、「新幹線対応型新バスシステム“まちな
かシャトル”運行事業」に統合）

H19 H19

「金沢・クラフト広坂」運営事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、金沢工芸普
及推進協会

・広坂通りで、希少伝統工芸のアンテナショップを運営するこ
とにより中心商店街の振興を図ります。

H9～ H19～H23
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おしゃれメッセ開催事業
中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、金沢ファッ
ションウィーク実行
委員会

・金沢のファッション産業を広く国内外にアピールするため、
「おしゃれメッセ」を金沢21世紀美術館を主会場に開催しま
す。
また、ファッションストリート沿いに美大ショップを開設し店
舗プランの提案や学生作品の展示販売を行います。

H18～ H19～H23

観光イベント情報収集・発信事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、金沢市観光
協会

・金沢の天候や交通状況、イベント等のリアルタイムな観光情
報を金沢市観光協会のホームページに掲載することにより市街
地への観光客誘致を図ります。

H13～ H19～H23

「ようこそ加賀百万石の旅」誘客
キャンペーン事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市観光協会、石
川県観光連盟

・北陸新幹線の開業を見据え、金沢城や兼六園の周辺で観光ボ
ランティアガイドによる金沢散策やコンサートなどで誘客を図
ります。

H18～ H19～H23

冬の夜景創出（ライトアップ）事
業

中心市街地活性化ソフト
事業

香林坊ﾂﾘｰﾌｧﾝﾀｼﾞｰ実
行委員会、 武蔵地
区ﾗｲﾄｱｯﾌﾟ 実行委員
会

・金沢のメインストリート沿いの樹木を冬期間イルミネーショ
ンで飾り付けます。

S62～ H19～H23

観光事業助成事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・中心市街地で開催される金沢の歴史、伝統、文化及び地域に
関する各種観光イベントに助成します。

S60～ H19～H23

「金沢のほんものにふれる旅（芸
能編）」開催事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・金沢の三茶屋街にて通常ではなかなか見ることのできない芸
妓のお座敷芸を手軽に堪能する機会を提供します。

H18～ H19～H23

いきいきギャラリー運営事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・高齢者及び障害のある方の製作した授産品等の展示・販売や
高齢者及び障害のある方の生きがいや福祉・保健サービスに関
する情報の提供、電動スクーターの貸出しを行います。

H10～ H19～H23

金沢百万石まつり開催事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢百万石まつり実
行委員会

・本市中心部において百万石行列や踊り流し、薪能、茶会など
加賀百万石の文化、芸能にふれることのできる一大イベントを
開催します。

S27～ H19～H23

加賀百万石「金沢城四季物語」開
催事業

中心市街地活性化ソフト
事業

石川の四季観光ｷｬﾝ
ﾍﾟｰﾝ実行委員会

・北陸新幹線の開業を見据え、金沢城や兼六園で年間を通じて
ライトアップやコンサートなどで誘客を図ります。

H14～ H19～H23

まちなかアートマネジメント事業 中心市街地活性化ソフト
事業

公立大学法人金沢美
術工芸大学

・石引商店街全体を芸術の場としてとらえ、空き店舗を活用
し、商店街の活性化を図ります。

H18～ H19～H23

武蔵ヶ辻第四地区等テナント入居
者融資資金利子補給事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・近江町市場商店街等の再開発ビルへの出店を促進するため、
出店に係る借入金の一部を支援します。

H19～ H19～H23
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かなざわ・まち博開催事業 中心市街地活性化ソフト
事業

かなざわ・まち博開
催委員会（㈱都市環
境マネジメント研究
所）

・かなざわのまち全体を生きた博覧会場に見立て、各種イベン
トを実施します。
・インターネットや携帯電話を活用した誘導システムを構築
し、参加者の利便性向上を図ります。

H12～ H19～H23

金沢アートプラットホーム開催事
業

戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業費補助金

(財)金沢芸術創造財
団（金沢21世紀美術
館）

・金沢駅から金沢21世紀美術館に至る中心市街地の公共空間や
町屋等に、現在活躍中のアーチストらによる現代アート作品を
展示します。

H20 H20

三大都市圏観光キャンペーン事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・北陸新幹線開業を見据え、カウントダウンキャンペーンを実
施するなど、三大都市圏や新幹線沿線都市における観光ＰＲを
段階的に強化し、誘客を促進します。

H19～ H20～

東海北陸自動車道全線開通記念
キャンペーン事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・東海北陸自動車道全線開通を機に、中京圏からの一層の誘客
を図るため、観光交流都市である岡崎市、豊田市とも連携し集
中的に観光ＰＲを実施します。

H20～ H20～

武蔵地区“食の回廊”整備事業 戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業費補助金

(株)金沢名鉄丸越百
貨店

・既存建物にある地下食品フロアを“食の回廊”として整備す
るとともに、イベントなどのソフト事業を実施し、まちなかの
賑わいを創出します。

H20～ H20

金沢の料亭文化発信事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市

・金澤料理と料亭文化を「伝統的な和の文化」として国の内外
に発信します。
・伝統的な和の文化の受け皿となる中心市街地の料亭の改修等
を支援します。
補助率
建物外装費1/2
建物内装費1/3
給排水・衛生設備
改修費1/2
限度額
10,000千円

H20～H25 H20～

・広坂通りの緑豊かな潤いあるまちなみや伝統工芸品店が集積
する商店街の特性を活かしつつ、新たな賑わい創出を目指す
「広坂振興ビジョン」を作成します。

H19～H20 H20～

「城下町かなざわ」世界遺産登録
推進事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・世界遺産登録に向けた気運を盛り上げるとともに、市民の歴
史文化遺産保存に対する意識を高めるためのセミナーやシンポ
ジウムを開催します。

H19～ H20～

観光携帯サイト案内システム整備
事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・北陸新幹線開業に向け金沢を広くＰＲするため、観光客の利
便性を向上させるための携帯サイトを重点的に整備します。

H20～ H20～

国際コンベンション等対応力向上
事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・同時通訳への助成制度を創設するなど、市中心部における国
際コンベンションへの対応力を強化します。

H20～ H20～

広坂シンボルロード創出事業 中心市街地活性化ソフト
事業

広坂振興会



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢ＪＡＺＺ ＳＴ
ＲＥＥＴ実行委員会

・金沢市民芸術村などの会場を舞台に、秋の行楽シーズン中、
世界的一流ア－ ティストによるライブ・コンサ－ トやワ－ク
ショップ、ジャズ演奏家による公演などを開催します。

H21～ H21～

中心市街地活性化ソフト
事業 H22

金沢版「クラフト・ツーリズム」
事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市 ・クラフト創造都市にふさわしい、「手仕事」を体験・見学で
きるモデルコース等を紹介します。

H22～ H22～

日仏自治体交流会会議開催及び
「フランス芸術週間」開催事業

中心市街地活性化ソフト
事業

第２回日仏自治体交
流会議推進委員会等

・姉妹都市関係を有する日仏両国の自治体などが金沢に会する
「第2回日仏自治体交流会議」を開催します。また、これにあ
わせて、まちなかでフランスにちなんだ芸術文化イベント「フ
ランス芸術週間」を開催します。

H22 H22

金沢城オペラ祭開催事業 戦略的中心市街地商業等
活性化支援事業費補助金

金沢城オペラ祭実行
委員会（(株)北國新
聞社）

・金沢城公園三の丸広場でオペラ祭を開催し、まちなかの賑わ
いを創出します。

H19～ H20

中心市街地活性化ソフト
事業

H21～

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等と
一体の効果促進事業）

H23～H27

H20～
金澤町家職人工房開設事業
〔旧（仮）クラフトモール広坂開
設事業〕

金沢市

・中心市街地にある町家を工芸作家の独立を支援するインキュ
ベーション施設として整備し、観光客などに本物の工芸をア
ピールできるギャラリーとすることで、中心市街地の活性化に
つなげます。

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等と
一体の効果促進事業）

H23～H25

金沢・世界工芸トリエンナ－レ開
催事業

○H22～H25
金沢･世界工芸トリ
エンナーレ開催委員
会

・「創造都市金沢」における3年に一度の工芸の祭典として、
「企画展覧会」、「シンポジウム」を開催します。
（会場予定）
・金沢21世紀美術館
・リファ－レ

まちなかクラフトワゴン市開催事
業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市

・まちなかの商店街等にあるにぎわい広場を会場に、工芸品を
はじめとするクラフトのワゴン市を定期的に開催します。
（会場予定）
・金沢駅東ド－ム地下広場
・近江町地下広場
・金沢市役所前広場

○

金沢ＪＡＺＺ ＳＴＲＥＥＴ開催事
業

H21～H22 H21～H22

ラ・フォル・ジュルネ金沢開催事
業

中心市街地活性化ソフト
事業

ラ・フォル・ジュル
ネ金沢音楽祭実行委
員会

・ＪＲ金沢駅周辺を中心に、ゴ－ルデンウィ－ ク期間中、世
界の著名な音楽家から市民音楽家までが参加する音楽祭を開催
します。

H19～ H21～

金沢アカペラ・タウン開催事業 H22～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～

金沢市・金沢市観光
協会・金沢アカペ
ラ・タウン実行委員
会

・金沢市内中心部のまちかどをステージとしたアカペラの祭典
を開催



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

・国際的な視点から、「歴史的用水国際シンポジウムin 金
沢」と題した国際学術会議や、世界の近世都市をテーマとした
「城下町金沢国際ワークショップ」を開催します。

長町地区用水庭園群詳細調査事業 H23～H26 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～ 金沢市
・平成21年度に実施した庭園群と用水の関係調査を基に、長町
地区において詳細調査を実施し、文化財としての新たな評価と
価値付けを行うとともに、その保存活用策を検討します。

河川整備基金
歴史的用水国際シン
ポジウム実行委員会H22

シティフルマラソン開催準備事業 H23～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～ 金沢市
・北陸新幹線開業にあわせ、フルマラソンを開催するため、開
催時期やコースの設定、大会運営等について、関係機関からな
る検討委員会において協議し、開催に向けた準備を進めます。

金沢市、民間通信事
業者

・民間通信事業者と協力して、中心市街地の観光施設やコンベ
ンション施設、商店街などへの公衆無線ＬＡＮスポットの整備
を推進します。

まちなかに賑わいをもたらす演劇、音楽などの公演を対象に費
用の一部を助成します。
（奨励金10万円）

H22～ H22～

中心市街地活性化ソフト
事業

H23 ㈱金沢商業活性化セ
ンター

・開業後10年が経過した商業施設「プレーゴ」の再活性化を図
る各種施策を実施します。

ＭＩＣＥ誘致戦略策定事業 H23～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～ 金沢市、民間事業者
・宿泊を伴う経済効果の高い学会、企業の会議、研修旅行など
の誘致活動を強化するため検討会を設置し、ＭＩＣＥ全般の誘
致に向けた戦略を策定し、取り組みを強化します。

拠点性向上ネットワーク形成運営
事業

H23～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～ 金沢市、民間事業者
・本市に進出している企業の支店長等とのネットワークを形成
し、進出企業の撤退や企業誘致に向けた活動を積極的に展開し
ます。

公衆無線ＬＡＮ構築推進事業 H23～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～

中心商業地公演奨励事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市

庁舎前広場活用計画策定事業 ・まちなかの賑わい増進に向け、庁舎前広場の活用計画を策定
します。

金沢もてなしの伝統文化資産保存
活用事業

H23～ 中心市街地活性化ソフト
事業

H23 金沢市
・金沢固有の文化的景観である料亭や和風旅館を「金沢もてな
しの伝統文化資産」に認定し、これらの保存活用を推進しま
す。

都心軸沿線老朽ビル再生事業 H23～
中心市街地活性化ソフト
事業 H23～

金沢市・金沢中心商
店街まちづくり協議
会

・都心軸沿いの老朽ビルの再生に向け耐震診断と併せ実施する
バリアフリー化やＩＴ化等に必要な設備等の調査費に対し助成
します。
・片町地区の老朽化した大型商業施設周辺の再生に向けた取り
組みを支援します。

プレーゴ再活性化事業 H23

H23～H25 中心市街地活性化ソフト
事業

H23～H25 金沢市

国際交流基金 H23
城下町金沢国際ワー
クショップ実行委員
会

歴史資産を活用した国際シンポジ
ウム等の開催事業

H22～H23 ○



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

・ＦＭラジオ放送の実施等により、隣県への中心商店街情報の
発信を強化することで、広域からの来街を促進します。

H21～

中心市街地生鮮食料品店出店・整
備支援事業 金沢市

・中心市街地において、生鮮三品を中心とするスーパー、小売
店の出店及び整備を支援します。
・出店支援
①空き店舗借上げ
補助率 1／2
限度額

（規模に応じて）
1,000～5,000千円
期間2年間
②空き店舗改装
補助率 1／3
限度額

（規模に応じて）
2,500～10,000千円
・ファサード支援
（小売店）
補助率1／2
限度額2,000千円

H15～

“頑張りまっし商店街”支援事業

・商店街が行うＣＩ戦略、振興プラン作成及びアメニティ空間
整備事業等に係る経費の一部を助成します。
○一般分
・補助率1/2
・限度額1,000千円
○特別分（先進的な事業、本市 商圏の拡大事業）
・補助率2/3
・限度額2,000千円

H19～

緑花フェスティバル

金沢市、 (財)金沢
まちづくり財団、
緑を育て金沢を美し
くする会

・10月の全国都市緑化月間にあわせ緑化思想の啓発を図る一環
として、市民が楽しみながら緑と花について関心を高めるため
の各種催し物を市庁舎前で開催します。

S63～

通勤時パーク・アンド・ライド（K
Park）及び観光期等パーク・アン
ド・ライド

中心市街地活性化ソフト
事業

(通勤時)
金沢都市圏パーク・
アンド・ライドシス
テム実施協議会
(観光期）
パーク・アンド・バ
スライドシステム実
行委員会

・通勤時及び観光期等の交通渋滞の緩和を目的として、郊外の
民間商業施設等の駐車場を利用したパーク・アンド・ライドシ
ステムを実施します。
(通勤時P&R 駐車場17カ所：430台分）
（観光期P&R 駐車場2カ所：1,300台分）

H8～ H21～

金沢中心商店街地区構想策定事業 金沢中心商店街まち
づくり協議会

・他都市との比較を交え香林坊、片町地区周辺の商圏・顧客分
析、各商店街の課題等の調査・分析、金沢中心商店街まちづく
り協議会の組織のあり方を研究し、今後の方向性（構想）を策
定します。

H19～

金沢中心商店街おでかけ促進事業 ㈱金沢商業活性化セ
ンター

金沢市



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

○

・まちなかにおける事業の実施効果を調査し、今後のまちづく
り計画の方針を検討策定します。

H23～H25 H23～H25社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画）

金沢市

歩けるまちづくり推進事業 中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市、石川県警察

・地元（歩けるまちづくり団体）が策定した「歩けるまちづく
り構想」を具現化するために、地元と市長が「歩けるまちづく
り協定」を締結し、構想具現化の取組に対して、支援等を実施
します。
［協定締結実績］
・竪町商店街地区
・横安江町商店街地区
・主計町地区
・長町武家屋敷地区
・材木地区

H14～ H19～H21、
H23

金沢中央地区事業実施効果調査

・歩行者と公共交通を優先し、安全かつ快適に歩けるまちづく
りを推進するため、まちなかにおけるマイカー利用のあり方等
を検討します。

H20～H25 H20～H22

①バス利用促進等総合対
策事業 ①H10～H18

金沢ビジネスプラザ南町管理運営
事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・ＳＯＨＯ事業者のためのインキュベーション施設の運営
・ルーム 3室
・ブース 5室

H17～ H19～H23

金沢ビジネスプラザ尾山管理運営
事業

中心市街地活性化ソフト
事業

金沢市
・ＳＯＨＯ事業者のためのインキュベーション施設の運営
・ルーム 2室
・ブース 9室

H18～ H19～H23

地域交通のあり方検討事業 地域公共交通活性化・再
生総合事業

金沢市

・循環型コミュニティバス「金沢ふらっとバス」を運行し、公
共交通優先のまちづくりを推進します。
・平成20 年度よりまちなかの公共交通不便地域の解消を図る
ため、ルートを新設します。

此花ルート(H10～)
菊川ルート(H11～)
材木ルート(H14～)
長町ルート(H20～)

②地域バス交通活性化事
業 ②H19

③地域公共交通活性化・
再生総合事業 ③H20～H22

金沢市金沢ふらっとバス運行事業 H10～

人と環境にやさしいバス車両の導
入、バス停のバリアフリー化

地域公共交通確保維持改
善事業

国土交通省北陸地方
整備局、石川県、金
沢市、交通事業者
（北陸鉄道(株) ほ
か）

・交通事業者が実施する、わかりやすいバス路線の案内方法の
検討、誰もが利用しやすいノンステップバス車輌やアイドリン
グストップ機能付き車輌等への切り替え、バス停のバリアフ
リー化に対する補助を実施します。

H9～ H14～H23

社会資本整備総合交付金
(市街地再開発事業等と一
体の効果促進事業)

H23～

地域公共交通活性化・再
生総合事業 H20～H22

新幹線対応型新バスシステム“ま
ちなかシャトル”運行事業

H20～ 金沢市
・北陸新幹線金沢開業に伴うまちなかの交通需要の増に対応す
るため、駅から中心市街地に向かう新たなバス交通システムを
導入します。

○



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

○

○

歩けるまちづくり推進事業 地域公共交通活性化・再
生総合事業

金沢市、石川県警察

②先導的都市環境形成促
進事業 ②H22

H14～ H22

社会資本整備総合交付金
（市街地再開発事業等と
一体の効果促進事業）

H23～H27

金沢市 ○

・まちなかを自転車で安心して通行できる推奨ルートの設定や
観光用駐輪場の整備を行い、市民や来街者の自転車利用を促進
します。
・金沢市まちなか自転車利用環境向上計画の具現化として、公
共レンタサイクル「まちのり」の導入などを推進します。

H20～H31自転車利用推進事業

金沢オムニバスタウン推進事業

国土交通省北陸地方
整備局、石川県、金
沢市、交通事業者
（北陸鉄道(株) ほ
か）

・人・まち・環境が共生するバス交通への転換を図るために、
平成11年2月に全国2番目にオムニバスタウンの指定を受け、前
期、中期、後期の各計画に基づき、各種施策を実施します。

H10～H24

オムニバスタウン推進事業
ＩＣカードの多機能化による利便
性・魅力の向上、多様なバス料金
システムの検討

金沢市、交通事業者
（北陸鉄道(株) ほ
か）

・ＩＣカードシステムの導入により、バス利用の利便性向上を
図るとともに、商業分野と連携し、複合的にバスの利便性を高
めます。

H16～

バス走行環境の改善

国土交通省北陸地方
整備局、石川県、金
沢市、石川県警察、
交通事業者（北陸鉄
道(株) ほか）

・バス専用レーン及び公共交通優先システム（ＰＴＰＳ）の導
入や交差点の改良等を実施します。S46～

｢金沢市における交通バリアフリー
基本構想｣推進事業

石川県、金沢市、交
通事業者（北陸鉄道
(株) ほか）

・交通事業者が実施するバス停や駅舎のバリアフリー化事業に
補助を行い、すべての人が公共交通機関を利用して円滑に移動
できるよう促進を図ります。

H14～

H10～

①地域連携道路事業 ①H21

サイクル・アンド・ライドの推進 金沢市

・駐輪場整備の推進（ハード）と利用促進ＰＲの実施（ソフ
ト）により公共交通のアクセス向上を図ります。
市内駐輪場：35カ所
自転車7,029台
原付577 台
（Ｈ22.10.1現在）

③中核市・特例市ｸﾞﾘｰﾝ
ﾆｭｰﾃﾞｨｰﾙ基金 ③H23

・地元（歩けるまちづくり団体）が策定した「歩けるまちづく
り構想」を具現化するために、地元と市長が「歩けるまちづく
り協定」を締結し、構想具現化の取組に対して、支援等を実施
します。
［協定締結実績］
・竪町商店街地区
・横安江町商店街地区
・主計町地区
・長町武家屋敷地区
・材木地区



市 福 居 商 交
実施主体 概要事業名

区分
事業期間 支援措置 支援措置

期間

○

○

○

○

・「新金沢市総合交通計画」を基本としつつ、その後の環状道
路・金沢港の整備や北陸新幹線の金沢開業といった交通に関す
る環境の変化や「第2次基本計画」をふまえ、2015年を目標年
次とした金沢の交通ビジョンを提示するとともに、その実現に
向けたより具体的な行動計画を明らかにする「新金沢交通戦
略」を推進します。

H18～H27 金沢市新金沢交通戦略推進事業

・ＩＴ関連または映像やデザイン分野でのベンチャー企業の育
成や新しい産業の創出を目的とします。
インキュベーション施設
・ルーム4室
・ブース10室
・マルチメディアスタジオ
・貸ホール、会議室

H16～

都心軸道路渋滞緩和対策 金沢市

・荷捌団体の駐車場借り上げ費への補助および荷捌き車両用に
路外駐車場を借り上げ、路上での荷捌きを削減し、道路混雑の
解消を図ります。また、荷捌き駐車場導入の整備手法を検討す
るため、トラック荷捌き効率化計画に基づき、荷捌き関連施策
を推進します。

H4～

金沢市における駐車場の適正な配
置に関する条例施行推進費 金沢市

・まちなか駐車場区域内での駐車場の設置及び変更に関する届
出制度、まちなか業務用駐車場整序促進助成金制度を実施しま
す。また公共交通機関の利用促進を図るためパーク・アンド・
ライド駐車場の適正な配置に関する基本方針を策定します。

H18～

ＩＴビジネスプラザ武蔵運営事業 金沢市


