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はじめに 

 
 文化創造都市高岡推進懇話会では、市内外における各分野の識者が参集し、

今後、高岡市が文化創造都市を目指すにあたり、どのような方向性をもって推

進していくことが望ましいか、議論を重ねてきた。 

 

 この度、本懇話会での議論を提言としてとりまとめたところであり、今後、

この提言をふまえ更なる議論を積み重ね、文化創造都市高岡の明確な都市像を

創りあげるとともに、地域固有の文化資源を活かした新しい文化・産業を構築

し、豊かな文化活動を育む施策に取り組むことで、文化創造都市高岡の実現が

着実に推進されることを期待する。 

 

 

 

 
    文化創造都市高岡推進懇話会 

 

    委 員  

      舞踊家 可西舞踊研究所 代表                

      高岡銅器協同組合 理事長                 

      高岡市立博物館 館長                   

      高岡市万葉歴史館 学芸課長、上代文学会 理事、美夫君志会 理事     

      富山大学芸術文化学部 学部長                    

      株式会社メディアミックスジャパン 代表取締役社長   

      株式会社能作 代表取締役社長            

      有限会社エピファニーワークス代表 クリエイティブプロデューサー  

      元株式会社博報堂 テーマ開発局 シニアアカウントディレクター    

      学術博士（材料技術史）、高岡市美術館 館長        

 

     アドバイザー 

      大阪市立大学大学院創造都市研究学科 教授         佐々木 雅幸  

 

可西 晴香 

駒澤 義則 

晒谷 和子 

新谷 秀夫 

武山 良三 

東城 祐司 

能作 克治 

林口 砂里 

蓑島  毅 

村上  隆 



 
2 

 

 

 

 

 

 

共通提言 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3 

 

 

 

 

 

 

 

○共通提言にあたり 

 文化創造都市高岡推進懇話会は、「文化創造都市高岡」の実現に向けた提案を

行うため、文化創造都市高岡プロモーションチームの報告を受けながら計３回

の議論を重ね、最終的に各委員からの個別提案として提言をとりまとめた。共

通提言は、その個別提言及びこれまでの議論において共通する要素をまとめた

ものである。 
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１．高岡に備わる文化の多様性 ～市民が高岡市の特性を認識し、新た

な展開へつなぐ～ 

 現在の高岡に根付く伝統文化は、加賀藩２代藩主・前田利長の高岡城

築城に端を発し、その後、３代利常による商工振興策や町民らの努力に

より商都として大きな発展を遂げたことに由来する部分が大きい。恵ま

れた水陸交通の便を活かした米を中心とする交易により商都高岡の経

済基盤が確立し、当時の北陸道沿いには山町筋などの町々が形成され、

舟運を生業とした伏木や木町、陸上交通の拠点であった福岡などが発展

した。 

 このような成り立ちを受け発展してきた高岡には、金工、漆工、菅笠

づくりといった歴史と伝統を反映した工芸・民俗技術が受け継がれ、ま

た、高岡御車山祭や伏木曳山祭など、地域固有の祭礼・年中行事が今も

営まれており、それらは高岡の金工や螺鈿、漆器等を内包した産業文化

を背景とした多層的な祭り文化として存在している。 

 このように、文化創造都市高岡の構築を成す要素には、400年の歴史

とものづくり文化の継承、そしてなによりそれらの具象として建造物や

街並み、産業文化が複数存在している。高岡の持つこの伝統文化と産業

文化を併せ持つ「文化の多様性」を根本から見つめなおし、その特性を

改めて認識するとともに、その魅力を引き立たせる取り組みが求められ

ていると考える。 

 

２．文化創造都市高岡を目指すために ～市民が地域の文化資源を誇り

とする～ 

 高岡市は、有形・無形に限らず歴史・文化における文化資産に富み、

多様性を備えた都市である。前田家由来の加賀文化の歴史と伝統、さら

には近代日本の工業化に関わってきた産業文化とその遺物など、単体と

しては世界に誇るべき《もの・こと》が数多くあるまちであることは異

論がない。 

 しかしながら、その高岡市の誇るべき歴史や文化は、必ずしも市民に

広く認識されているとは言い難く、獅子舞や祭などをはじめとした地域

固有の文化資源についても、市民の意識が高いとは言えない現状がある。
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文化や芸術は「知ること」で興味を持ち、創造的な活動に発展する。文

化創造都市高岡を推進するにあたり、市民が高岡固有の文化資源を「知

り」、それを誇りに思い、その思いを他者にも「知らせる」ことが大切

であり、そのためにいかに情報発信・魅力発信していくか戦略を考える

必要がある。 

 また、高岡の魅力を次世代に語り継ぎ、若者が『高岡はこういう都市

である』と語ることができるよう、高岡の文化を感じる体験を幼少期か

ら積み重ねることができる事業を考える必要がある。 

 

３．創造性を発揮する場の必要性 ～市民が創造性を発揮し、交流する

文化創造の核として～ 

 高岡では江戸期より商人をはじめとした町衆が文化を日常的に取り

入れ、楽しみ、文化を庶民に広める役割を果たしていた。明治時代では

鋳物や漆に従事する職人にも町衆の生活が影響を及ぼし、謡曲や茶道、

俳句などを好み異業種との交流を深めた。また、庶民の間にも祭や盆踊

りを通じて多くの人々が交流する風土が備わっており、生業以外の文化

的な活動と交流により、新しい閃きと叡智が生みだされていくことを、

先人達は知恵として知っていたといえるだろう。 

 先述のとおり高岡には、400年にわたる歴史とものづくりの文化があ

り、それに関連する事業が数多く開催され、一過性ではない存在感を示

している。このポテンシャルをさらに高めるためには、それらを結びつ

け創造性を育み・高める場「創造の場」を多く創出することが肝要であ

る。「創造の場」は文化・芸術の発表の場だけでなく、情報交換でき、

人と人を＜つなぐ＞機能を備えたものはいずれも創造の場といえる。文

化創造都市高岡の構築のためにはこのような、ネットワーク形成を促進

する場が数多く存在する必要があると考える。 

 また、文化とは日常のなりわいの中に存在し、生活の中に溶け込みな

がら自然と芽吹くものである。そのため、日常的に高岡の歴史、文化に

根ざした《もの・こと》に触れることのできる拠点「文化創造拠点」の

整備を検討する必要がある。その拠点と先述の創造の場が有機的に繋が

り、地域の人たちを巻き込みながら、エリア全体で「ものづくりと歴史



 

 

 
6 

 

ある町並み」をはじめとした高岡固有の地域資源を体験し、楽しめる環

境を構築することが大切である。 

 

４．文化創造都市を推進していく体制の構築 ～知らせるための体制づ

くり～ 

 行政が文化・芸術への投資を行うということは、他の分野への投資と

は異なり、短期的に成果を求めることができず、ともすると経済活動等

に繋がりにくく、またその取り組みには独自性や特異性も求められるこ

とから、行政分野にそぐわないという意見も多く存在する。しかしなが

ら、近年、文化の持つ力が幅広い分野に多様な効果をもたらし、従来の

文化行政の枠にとらわれない形で地域課題を解決する方策や施策を実

現させ、地域の魅力向上と住民の生きる喜びを形成することに繋がって

いる事例が数多く生まれている。このようなことから、文化創造都市高

岡推進の中核を担う行政は、市民一人一人が日常的に取り組むことので

きる文化的テーマを設定し、明確なビジョンをもとに長期的な視野から

市民の多様な交流と活動を促進していくことが求められる。 

 文化・芸術の有効性や可能性を追求し、本市の持つ文化多様性に柔軟

に対応するとともに、地域の文化資源を市民に「知らせる」ための情報

発信に戦略的に取り組んでいくためにも、横断的な考え方で連携を促進

させていく推進体制の構築が必要であると考える。 
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可西 晴香 委員 

（可西晴香舞踊研究所 代表） 

 

○高岡での育ちについて 

 可西舞踊研究所は昭和 24 年に創立以来、現在まで高岡市にて本部を

置き、富山市、魚津市、砺波市、南砺市に教室を開設している。 

 先代の可西希代子先生は、高岡の地で生まれ育った事を一番大事にし、

自分の原点はこの高岡市の地にあるといつも言っておられた。 

 先生からは、いろいろな場面で「高岡のため、高岡のため・・・」と

常に口癖のように出てくるのです。自分が踊りの道に入ってから亡くな

られるまでの間、高岡の地で何百回もの舞台を上演されたことでしょう。 

 私たちにとっては、作品を発表するだけで満足するのでは向上は望め

ません。会場に足を運んで下さり、拍手をもらって、鑑賞された方々が

この舞台（作品）に出会えて感動したということを感じ取ることで次へ

の意欲となる。 

 創造や活動の力になる原点は、高岡の市民の皆さんに支えられ、励ま

しをもらっていることであり、現在に至ったのだと思う。（地元高岡が

私たちを育ててくれている。） 

 実際、２代目を継いだ私も常に同じことを感じ取っている。 

 お陰様で今までの公演のほとんどは満席で、皆さんが次を期待してく

ださるので、本当に感謝している。 

 

○全国的に発信できる舞踊研究所になった根本の考え 

 私は作品を創作するにあたっては、東京だから高岡だからという考え

方は、基本的には持っていない。いかに自分らしい作品を創りあげるか、

自分の感情を素直に表現できる場であるか追及することを大切にした

いと思っている。 

 『田舎だから出来ないものはない・・・。』 

自分にとってただ刺激になる多くのものは、東京に集中していた時代

もあったと思う。しかし、今は地方にいてもインターネットでいつでも、
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どこでも、誰にでも身近に情報を取り入れることが可能であり、自分が

探している公演等の情報は地方にいても手に入れることができる。 

また、数多くの芸術や娯楽の舞台も地方でも上演され、観る機会も増

えたと思う。ただ、可西舞踊研究所が全国的に発信できたから言えるこ

とですが、先代の希代子先生は、まず高岡の可西舞踊を知ってもらうの

は、一番は全国舞踊コンクールで上位入賞することだと考えられていた。 

上位を連続で獲得することで「富山の可西、高岡の可西」を全国に発

信した。それ以後は、文化庁の助成公演を高岡で開催したり、文化庁主

催の芸術祭に参加したりと、何ら中央とは変わらぬ活動を色々な努力を

重ねて行って来ました。海外への発信についても同じことが言えると思

う。 

一般社団法人富山県芸術文化協会の海外派遣事業に参加を重ね、その

中で強いパイプができ、チェコ・プラハ・ハンガリーとの芸術交流も活

発に行うことが出来るようになった。 

 これは、富山県独自で行われた国際交流の中で生まれたものであり、

中央の組織や流派の派閥など全く関係のない富山ならではのものとな

っている。 

今後の取り組みの中で言えることは、（どうしても高岡市というより

県レベルで考えてしまうが）できれば、高岡はもう少し伝統の中に新し

い風を送り込み、伝統産業のみならず、できれば多様な芸術を育てて欲

しい。 

富山県（高岡）にいる私たちにとっては、芸術文化のあらゆる面で、

他の地域よりも恵まれた環境にあると思う。この環境を活かし、より自

分らしさを創造して、ますます富山から（高岡から）の発信の力となっ

ていきたいと思っている。 

 

○高岡市おけるイベント、表現の場、創造の場の状況 

 私は、高岡市で行われている事業に数多く携わる機会をいただいてい

る。近年ではダンスを通して人々を元気にしたい、子どものための舞台

制作に貢献し、表現する楽しみを造り、ダンスで活躍する人づくりのき
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っかけを作りたいという思いから、3年間でキッズパフォーマンスの舞

台を完成する「進化する森」の企画、演出等に関わり、子どもたちと一

緒にダンスとアートによる新たな体験型の舞台を創り上げた。 

この中で小・中・高校生へのアウトリーチを通して、アーティストと

子どもたちが直接触れ合う機会を持つことがとても大切だということ

を強く感じた。 

 このことは高岡市独自の取り組みであるものづくりデザイン科にお

いても同様なことが言えると思う。 

伝統工芸作品に継承されている職人の巧みな技や一流作品に触れる

ことは、子どもたちの感性を触発し、様々な文化活動へつなげるものだ

と思う。 

また、旧福岡町で開催されている「アーティスティック・ムーブメン

ト・イン・トヤマ」は高岡から全国発信できる表現の場であると考える。

今後は更に、地元を中心に北陸 3県、北信越等に声かけを行い、学校ダ

ンスの部（高校生、大学生の部）や、少人数制の部を追加することによ

りダンスの裾野を広げ、『ダンスの町高岡』をより強くアピールできる

事業である。 

この事業を単なる旧福岡町のＵホールに止めることなく、優秀作品の

エキシビションを市民会館で開催するなど着実に発展させることによ

り高岡を「学校ダンスの聖地」に出来るのではないだろうか。 

学校教育においてダンスは必須となったことから、多くの子どもたち

が興味を持ちはじめている。子どもたちには、まず参加するきっかけを

つくり、楽しみ、交流し、創造し、表現を育み、磨き、発表することか

ら、新たな発信へと繋げることが出来るのではないか。 

地域にダンス（舞踊）、ものづくり等が根付くためには、小さい時か

ら学ばせること、それを支える環境を整えること、学ばせる課程（カリ

キュラム）づくりが鍵となる。 

 私としては、学校でダンスを指導する方で極めている方はまだ少なく、

教育委員会にも奨励される取り組みとして、ダンスの指導者に受け入れ

られるものを今後は（指導方法を含めて）創り上げたいと思っている。 
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これまで舞台表現の表現者の立場から述べてきたが、伝統産業分野に

おいては、金屋町を中心に毎年開催されている「楽市」や「クラフト市

場街」などがある。このイベントは、高岡銅器・高岡漆器などの伝統産

業において、伝統的なものに何か新しい感覚を加えたクラフトなどを集

約し、全国に高岡の新たな魅力発信する画期的な取り組みである。とに

かく高岡には各部門で多くの魅力的な取り組みが行われているのは確

かである。しかし、これらの事業を市民は以外と身近に感じられていな

いのではないかという疑問がある。 

この疑問は県外の大学に行っている息子たちとの会話の中で感じた

ものである。息子たちが言うには、友達から「高岡ってどんな所」「何

か有名なものは」と問いに、「国宝の瑞龍寺がある」としか答えられな

かったという話を聞いた。 

 『これぞというもの』が答えられない、よくよく考えれば高岡を象徴

するものを確実に捉えてＰＲ出来なければいけないのに出来ない、発信

するものを持っていないこと、高岡を肌で感じていないところに問題が

あるのではないか。この問題には、小さい頃からもっと高岡を感じさせ

る経験や体験がないからではないだろうか。小さい頃からもっと高岡を

感じさせていく事業を考えなくてはいけない。 

例えばイベント実施にあたっては、若者(高校生～20 歳前後の人)の

原動力なりうる人を取りこむことも必要であろう。 

イベント参加については小・中学校時代は、学校単位で行われるが、

高校生になるとが参加しないのはなぜなのか。もっと、若者が興味を持

ち、参加するものを考えなければならない。 

イベント開催は、一時的な起爆剤ではなく、地域の特色やつながりを

大切にしながら地域との協働で実施するものであって欲しい。 

また、新たなものを考え、実施するのではなく、現在実施さしている

事業をいかに子どもたちの心に残るものにするか、子どもたちに高岡の

魅力をどう伝えていくかという視点を取り入れたイベントの再構築を

行うべきではないか。 
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○高岡市における今後の創造の場の考え方について 

 文化創造都市高岡の推進に向けた中で、表現の場、創造の場について

述べるにあたり、今後の高岡の芸術文化を考えると富山大学芸術文化学

部の存在は大きい。 

高岡市に芸術文化学部が開学してから、高岡の産業、芸術の各分野に

新しい風が吹くようになった。特に伝統工芸においては、新しい感覚を

取り入れて、新たなものを創り出していく気風が現れている。そして、

若い人が、高岡で育った伝統を素直に受け入れ、それに創造と自ら持つ

感性をプラスしていくエネルギーと新鮮な感覚を活かしている。私もモ

ノをつくる、創造性を生み出すことが大好きであり、この新たな力を活

用しなければもったいない。 

 

また、芸術文化学部の教授陣は、モノを創り出す心や明確な方向性と

各分野の基礎土台を持っている方々である。このことから、教授陣の力

が伝統産業の職人の心に伝わり、作品に新たな芸術性が加わると、ます

ます作品に魅力が増し、魂が宿り、力強さを感じることができるのであ

る。 

ここで提案であるが、このような高岡の環境を活かし、職人さんが実

技を教える教授陣として協力が十分に得られるのであれば、高岡の職人

が持つ力を結集した高岡ならではの専修学校（○○大学校）を設立する

ことはできないだろうか。 

大学での実習で学ぶよりも、伝統産業を支えていく人材（中間層）を

継続的に育てる観点から、短期間ですぐに職人として活躍出来る人材が

生まれると考えるとベストな方法ではないだろうか。 

創作工房を作るときにもこのような考えを取り入れていただければ

と思う。 

 

創作工房の設置にあたっては、今後、新幹線開業に向けた県外からの

観光客への対応も踏まえ、体験できる工房として大人に焦点を当てるこ
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とが大切である。また、市民にとって特に子どもたちに体験講座を行い、

もう少しやってみたいと感じることができる機会を作り、創作活動が活

発に行えるように支援を行い、次世代につなぐ視点を大切にして欲しい。 

小さい時期から感性を育てること、そして職業人として育成する場が

整えば、伝統産業を支える人材が育つことにつながるであろう。また、

新たな人材を呼び込む循環性を育てることにつながるのではないか。 

 

高岡市で育った団体として、また舞台制作に携わる者として、今後の

表現の場、創作の場について具体的な意見を述べると、現在の市民会館

の使用料については、県立ホールや他のホールと比較すると他は利用者

の年齢に対して学生割、シルバー割引があることや空き割がある。また

ホールで舞台作品を練習する場合は、使用料が高い。公演の内容によっ

ては、照明や音響設備にこだわると設備の補充での持ち込みが多く、経

費的な面でも利用しづらい。 

確かに個々のスタジオは持っているが、あくまでもレッスン会場であ

り、他とのコラボレーションや作品を通して練習する場がない。昔は、

小中学校の体育館を借用していたこともあったが、現在はスポーツ活動

の利用により借用は出来ない状態である。 

 私の場合、舞台作品を通して練習することが多く、呉羽にある富山市

民芸術創造センターを活用しているが、年間の半分以上がこのセンター

を利用して創作の場としている。 

今後、舞台を創るものとして提案であるが、高岡市での創作の場、表

現活動の拠点には、富山市民芸術創造センター規模までは行かなくても

よいが、創作の過程が誰にでも見え、レベルアップできる特色ある仕掛

けが必要であり、50～100の人数に対応できる創作の場（練習できる場）

が必要ではないか。もちろん、少人数対応や 20～30 人のものもあるべ

き。 

舞台の大きさについては、文化ホールの舞台の 2倍（富山市民芸術創

造センターの舞台けいこ場の大きさ）がベストである。この大きさは、

本番感覚で練習ができる大きさであり、オーケストラの編成に対応でき
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るものである。また練習できる場は出来れば 24 時間対応（週末の金・

土曜日）であることが望ましいのではないだろうか。 

 

 以上、舞台制作に携わる者としての創造の場づくりに向けたことに特

化した意見を述べてきたが、今後も高岡市に根ざしている歴史文化や芸

術文化の高揚により、市民と共創で『文化創造都市高岡』の推進のため

の取り組みに期待するとともに、舞踊研究所も一丸となって協力して参

りたいと考えている。 
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駒澤 義則 委員 

（高岡銅器協同組合 理事長） 

 

文化創造都市高岡の構築を成す要素として、４００年の歴史とものづ

くり文化の継承、そしてなによりそれらの具象として建造物や街並みが

高岡には確実に存在している。高岡銅器を家業としてそれらの恩恵を受

けている者のひとりとして、感謝の念を込め拙筆を進めて行きたい。 

 

全国各地に「金屋町」の地名が残っているほど、鋳物、鍛冶職に代表

される金属加工は必需品として生産が盛んであった。 

 高岡の金屋町もその一つであるが、現在では工場群の名残を残した重

要伝統建造物群として国の指定を受け、観光散策コースとなっている。

「金屋」本来の仕事がその町の産業として稼働している都市は現在では

少なくなったが、高岡では市内に生産工場が点在し、鋳造を基にして、

鍛金、彫金、象嵌、着色など、それらに附随する様々な技術の集積地と

して発展し、４００年間受け継がれて今日に至り、全国随一の生産量と

称される産地として頑張っている。 

 

産学官が協調して、技術の伝承、後継者の育成、販路開拓などに日々

努めているが、全国区での知名度の向上が目下のテーマではないか。新

幹線開業が間近で情報のスピードが高まる期待はあるものの、金工産地

の品揃えに生活関与アイテムが少ない事から現代の生活者に支持され

ない悩みが付きまとう。 

 

手詰り感や挫折感に悩む時は過去に学ぶのが一番と、明治期の高岡銅

器の先駆者のひとり、塩崎利平の残した古文書を紐解いてみる。現在の

塩﨑利平氏は８代目で木舟町の塩﨑商衡という計量機器の老舗なのだ

が、遡れば江戸期から美術・道具商を代々営み、中でも５代目が高岡銅

器の組合長を務めていた事から公的な文書の下書きが多数現存してい

る山町筋の旧家である。私は御縁があってそれらの文書の保存・解明に
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出入りを許されて数十年、その中で現在でも通じる話を今回は引用して

みようと思う。 

 

塩崎家で発見した文書のひとつであるが、前述の５代目を継いだ６代

目塩崎利平が、今から９０年前の大正１３年８月７日付で当時の富山県

知事・岡義雄に宛てた、西日本の消費地視察報告書である。（文書３枚

添付） 

 

 紙面の都合で要約すると、当時すでに日本有数となっていた鋳物製品

の産地である高岡が知られていないこと。高岡銅器製品は有名な工芸都

市の生産品として売られていること。その対策として大きな消費地で展

示会を開催し産地の名を高める必要がある。産地は品質向上に心掛け購

買層の好みに合った製品を開発していかなければならない。といったと

ころである。 

 言っていることが現在と変わらないのに驚嘆するのである。 

 

同様の視察報告書を銅器組合長時代の５代目利平が明治期に残して

いるが、大正期の６代目のものと驚くほど要点が似ていて、やはり産地

高岡の知名度が無い事を嘆いている。 

 

明治期も大正期も同じように高岡銅器のブランド確立が必要である

と書き残している事は偶然ではなく、その後の昭和、平成と産地では常

に言われて来た事である。これらの文書を発見し読み進めた時には「昔

も今と同じこと言っていて進歩してないな～」などと自虐的に笑ってい

たものだが、今日メディアの要請に積極的に応えたり、高岡銅器“KANAYA

ブランド”を立ち上げるなど先人の教えに沿った行動をしている自分に

気付き、その自然で必然的な刷り込みに“感謝”である。 

 

さてこれからである。最近自身が体験した二つの出来事を記してみよ

う。 
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ひとつは平成２５年１１月、高岡市内の大型ショッピングモールで初

めて開催した「高岡銅器メッセ」での感想である。開催の目論見は、新

幹線開業も間近であり市民に高岡銅器産業をあらためてアピールし、わ

が街の産業広報マンとなってもらうこと、であった。会場では４００年

の歴史と名品の数々を展示し、３日間で５千人近い来場者、しかも類を

見ない滞留時間の長さであった事から多くの声を聴くことが出来た。 

 

もうひとつは銅器メッセ開催の翌年、平成２６年１月の出来事である。

高岡市に隣接する某市の中学校からゲストティーチャーとして講師の

召請をいただき、１年生に働く意義などについて自らの体験を交え高岡

銅器産業の一端をお話ししてきた。数日後、生徒たちの感想文集が製本

されて送られてきて学校側の気遣いに感激すると共に、これからの業界

振興に生徒たちの声が大きな糧となるようで有難く思った次第である。 

 

両者に共通した意見として、高岡銅器への称賛を多くいただき大変に

嬉しくこれからの励みになるものであった。その反面、地元開催イベン

トであり、また隣接都市での講義でありながら「高岡銅器を知らなかっ

た。」にびっくり、「高岡が大型のブロンズ像や、サザエさんのようなキ

ャラクターの銅像を作っている産地と初めて知った」とまたびっくり。 

 

これは前述の、明治、大正期の視察報告書と同じではないか。歴史は

繰り返すと言うが、この進歩の無さを空しく思うだけであきらめるのか、

自ら体験した生の意見を放棄するのか、幸いにも新幹線開業というこれ

までに無い大きな出来事が起きようとしている。これを転機として活用

すべきなのである。これを生かせなかったら日本文化の伝承者としての

高岡銅器に未来は無いと言っても過言ではないのではないか。 

 

金屋町界隈の重要伝統的建造物群という大きな財産と、前述の“視察

報告書“で推測出来る通り、平坦ではなかった４００年の歴史をこれか
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らの高岡銅器産業の振興に如何に生かすのか？と考えれば考えるほど、

文化創造都市高岡の構築に出番が来ていると深く感じている次第であ

る。 

 

 

 

 

 

 

（塩崎家６代目塩崎利平が、当時の富山県知事・岡義雄に宛てた視察報告書 大正１３年８月

７日付） 
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晒谷 和子 委員 

（高岡市立博物館 館長） 

 

○高岡は東西文化の接点 

 高岡市には旧石器時代から人が住んでいた。古定塚や岩崎遺跡で打製

石器が出土しており、1万年以上前の新人（クロマニヨン）が住んでい

たところから歴史は始まる。富山県は東北系石器文化圏の南限であり、

かつ瀬戸内系文化圏の北限とされ、当時からすでに東西文化の接点であ

った。 

 文化とは「人間が自然に手を加えて形成してきた物心両面の成果」で

あり「衣食住をはじめ、技術・学問・芸術・道徳・宗教・政治など生活

形成の様式を含む」（『広辞苑』）であることを鑑みると、文化創造都市

高岡の出発点もこの「東西文化の接点」である「日本の中心高岡」の観

点から捉えてみたい。当然“単一”とか“純粋”とか“唯一”という単

純で明快な見方ではない。様々な人々の思いや行動を多層的・複合的・

横断的に取り入れた混沌とした坩堝のなかにこそ、新たな段階に昇華し

ようとするエネルギーが燃え滾る。 

 

○新たな道を切り開く風土  

その混沌としたマグマは、絶えず発生し、成長し、表出して伝わって

きた。この地に生まれ、食料を獲得し、住む家を作って暮らしてきた祖

先は、日の沈む山である二上山を霊魂の鎮まる聖地として崇めてきた。

大伴家持は奈良の都から国守として派遣され、二上山を題材に多くの歌

を詠んだ。平安時代には延喜式に射水神社や気多神社、道神社などが登

載され、古来から格式のある神社であったことが確認できる。南北朝期

には後醍醐天皇の皇子である宗良親王と恒性皇子が居住していた時期

がある。室町時代を経て戦国時代には上杉謙信と戦う百姓がいた。この

地に根を張って田畑を耕作し、狩猟・採集生活を営み浄土真宗を信仰す

る民百姓であった。 

 神保氏と織田軍との戦で最終的に前田利長が越中を支配する。利長は
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武力・才覚ともに一流ではなかったが、戦国の終焉から太平の世への転

換点において、家と家臣を守り存続する知恵においては抜群のバランス

感覚を持ち合わせていた。 

徳川家康の藩取り潰し策に陥れられないよう様々な手法を尽くした。

利常においても同様にあるいは利長以上に策を弄している。 

 この両藩主の気概と深謀遠慮が、高岡町の成立と同時に全国各地から

やってきた職人や商人の気質となって引き継がれ、江戸から明治・大

正・昭和・平成へと 400年余りの歳月を超えて、商工業の町高岡が存続

してきたのではないだろうか。 

 

○伝統を生かす創造がつなぐ逞しい実利・実業主義 

 高岡市は平成 23 年、県内で初めて「歴史都市」に認定された。その

理由は「高岡には金工、漆工、菅笠づくりといった歴史と伝統を反映し

た工芸・民俗技術が受け継がれ、また高岡御車山祭や伏木曳山祭などの

地域固有の祭礼・年中行事が今も盛んに行われている。これらは山町筋

や金屋町などの歴史的町並みや歴史的建造物と相まって、「高岡らしい」

風情・情緒・たたずまいを醸しだしている」とある。 

高岡に根づく伝統的遺産は、今も東西文化の接点であること、百姓一

揆の盛んな地だったこと、前田利長・利常によるまちづくりから発した

ものが大きい。そこには射水・砺波平野の大穀倉地帯を背後に、商工人

としての実業・実利主義が、いつの時代も難局を何とか乗り越えてきた

実績がある。高岡ほど米の美味しいところは日本中探しても多くない。

江戸期の鋳物の産地で今も存続しているところは日本に何か所あるだ

ろうか。400年という長いスパンで生き続けるのは並大抵なことではな

い。伝統を持続するには常に革新が必要だ。使う人・時代によって、必

要とされるものは変化し続ける。大量生産・大量消費の時代は遠く過ぎ

去り、価値ある一点、個性的な一点が好まれるようになって久しい。 

 

○伝統産業の飛躍を祈る 

 人の暮らしに最も必要なのは、経済である。ものを作り、それを売る。
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買った人が消費し、また買う。その時は以前に買ったのと同じものを買

うか。違うものを求めるか。その時、その時代、その人のライフスタイ

ルに相応しい商品は何か。人は何を欲しがっているのか。売れる品物を

作るのは難しいようで、当たってしまえば、そんな簡単なことだったの

かと驚くだろう。売れる商品を開発するため製作者・デザイナー・商品

販売コーディネーターなどのチームが消費傾向を探りながら、人々が欲

しいものを開発し高岡の商工業の復興を果たしていただきたい。東西文

化の融合地点であり、400年を生き抜いた商工人の遺伝子が新しい道を

探りだせる。加越能の中心であり日本の真ん中である高岡の地の利を生

かし、市内外の人々の知恵と力を集め飛躍されんことを祈る。 

 

○文化施設の整備・充実は文化創造都市への第一歩  

私が文化創造都市高岡の実現にむけて期待したいことは、伝統産業の

興隆のほかに二つある。 

一つは高岡の歴史を一目でわかる博物館を整備充実することである。

現博物館では老朽化・狭隘化が著しい。テーマとする歴史・民俗・伝統

産業のうち、伝統産業では製作工程、製作道具を展示しているが、展示

面積が狭いため、ほんの一部にすぎない。これは非常に残念なことであ

る。美術館での美術作品展示にあわせ、博物館では品物ができる工程を

わかりやすく見せることによって、作品の価値が増すとともに、観覧者

の納得が得られ、分かりやすい展示になる。美術館・博物館はともに商

工会や作家たちの熱望から生まれた高岡の特殊性から、美術館と博物館

は同一場所にあるのが望ましく、両館の特殊性を考慮して施設の充実を

望みたい。  

もう 1つは伝統芸能やオーケストラ、ダンス、演劇などを発表・練習

できる芸術文化創造拠点の整備充実を希望する。高岡では江戸期より大

商人や町役人、町医者、僧侶、神官、十村、肝煎などが俳諧を楽しむた

め句会所を設け、定例の句会を催して、吟行も楽しんでいた。明治時代

に入ると鋳物や漆に従事する職人の多くが謡曲や茶道、俳句などを好ん

で異業種の職につく人々が交流を深めていた。また庶民の間では盆踊り
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が盛んで、お盆の頃ともなると毎夜～盆踊りに興じたという。 

このように生業以外の文化的な活動が、日々の労働の苦労から疲れ切

った体と心を開放し、明日へと生きる力と生み出してくれるのは今も昔

もかわらない。そこでは未来を切り開く夢と希望が生みだされていく。 
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新谷 秀夫 委員 

（高岡市万葉歴史館 学芸課長） 

 

高岡市は、有形・無形に限らず歴史・文化における文化資産に富む街

である。約 1,300年前に編まれた日本最古の和歌集『万葉集』に記録さ

れたのを始まりに、江戸時代の加賀百万石文化ゆかりの文化およびその

遺物、さらには近代日本の工業化に関わってきた産業文化とその遺物な

ど、単体としては世界に誇るべき《もの・こと》が数多くある街である

ことは間違いない。しかし、それぞれはあくまでも単体で意識されてい

る場合が多く、総体として高岡市の誇るべき歴史・文化として意識され

ているとは言いがたいように感ずる。したがって、高岡市全体を大きく

ひとつに捉えて「歴史・文化の街 高岡」として謳うためには、それぞ

れの単体をそれぞれに謳うのではなく、広く高岡の歴史、高岡の文化と

して意識できるような取り組み、たとえば教育現場における郷土学習の

充実や市民対象の勉強会やイベント等を通して、《こころ》を養う必要

があろう。 

そこで、それぞれに誇るべき歴史・文化を持っている福岡地区、伏木

地区、戸出地区、中田地区をサテライトとして位置づけた総括的な「歴

史・文化の街 高岡」を最終目標に位置づけながら、まずは、《駅》を

中核に据えた形で高岡地区における「歴史・文化の街 高岡」の取り組

みを提案したい。 

 

① 歴史・文化をつなぐ縦軸の設定 

北陸新幹線開通に伴い、旧駅と分離する形で新高岡駅ができる。

この分離状況をプラスに捉え、歴史・文化の息づいている金屋町、

山町筋、古城公園や高岡大仏、瑞龍寺という《もの》と２つの駅を

つなぐ縦軸を設定する。既存の城端線を活用するのも方法だが、近

年提案されている万葉線の新高岡駅までの延伸を利用する方法も考

えられるし、より精密な運行設定が可能となるシャトルバスも視野

に入れるべきかもしれない。いずれにせよ、歴史・文化の息づく《も
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の・こと》と《ひと》の《こころ》を「つなぐ」ことが不可欠であ

る。 

 

② 歴史・文化にふれる拠点の設定 

古代日本において《駅(うまや)》は、旅する者が休息をとること

ができた場所であると同時に、中央からの情報が伝えられる窓口と

もなっていた場所である。近代日本になって鉄道が敷設されてから

の《駅(えき)》もまた同様な役割を果たしていることは間違いない。

そこで、高岡の２つの駅にそのような本来の《駅(うまや)》の役割

を持たせるための拠点施設を設定する。しかも、２つともに同じ役

割を持たせるのではなく、それぞれに別の役割をもった拠点とする

ことを提案したい。 

まず、北陸新幹線の新高岡駅は、今後まさに高岡の窓口としての

役割が大きいと考えられる。そこで、既存の大型商業施設とも連携

を図りながら、さらにホテルの誘致などをおこなうことによって、

「歴史・文化の街 高岡」の《もの・こと》にふれることができる

“観光交流”の拠点としての役割を持たせるべきであろう。そして、

①で提案した縦軸を活用しながら、新高岡駅を起点に「歴史・文化

の街 高岡」を味わってもらう。さらには、近隣にある既存の大型

スポーツ施設、および建設が計画されている新体育館を活用し、全

国的なスポーツ競技大会を開催することも可能となることから、大

型商業施設をふくめた形でのいわゆる“娯楽”の拠点ともなりうる

のではなかろうか。 

いずれにせよ、「歴史・文化の街 高岡」の“窓口”としての役割

を果たす拠点施設が必要と考える。そして、培われた《こころ》を

もって、県内外にむけて「歴史・文化の街 高岡」を発信すべきで

はなかろうか。 

 

③ 歴史・文化に親しむ拠点の設定 

新高岡駅に対して旧駅は、まさに「歴史・文化の街 高岡」の中心
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に位置することから、その利点を生かした形での拠点施設が必要であ

ろう。高岡市中央図書館、高岡市生涯学習センター、さらにはホテル

もいくつか営業していることから、高岡市の文化的イベントがいくつ

も開催されており、すでに「歴史・文化の街 高岡」の拠点としての

役割を果たしている場所ではあるが、高岡市全体を大きな面で捉えて

の「歴史・文化の街 高岡」として謳うためには、さらなる拠点とな

るものが必要ではないかと考える。たとえば、高岡市の歴史・文化を

総括的な学ぶことができる高岡市博物館を移設することによって、そ

の役割を持たせることもひとつの方法であろう。また、①で提案した

縦軸でつながれた高岡市の歴史・文化の息づく《もの・こと》をまと

めて親しむことができる、つまり高岡の歴史と文化を体験できる施設

をあらたに設置するのも方法であろう。さらには、現在の北陸本線、

氷見線、城端線等を活用すれば、福岡地区、伏木地区、戸出地区、中

田地区というサテライトとして位置づけた場所ともつながることか

ら、総括的に「歴史・文化の街 高岡」に親しむことができる、新高

岡駅を拠点とする“娯楽”に対して、まさに“文化”の拠点として旧

駅を位置づけるべきであろう。 

と同時に、たんに「歴史・文化の街」としてだけではなく、“文化

創造都市 高岡”としての拠点を設定するのならば、単純に《もの・

こと》に親しむための拠点（博物館や体験施設など）ではなく、高岡

の歴史、高岡の文化に根ざした《こころ》をも発表できる場としての

学習、展示機能、さらに近年高岡を起点に活躍の場を拡げている舞台

芸術などの発表の場であるホール機能をも有した複合施設も視野に

入れるべきかもしれない。 

いずれにせよ、「歴史・文化の街 高岡」の《こころ・もの・こと》

のすべてを総括する、まさに“拠点”の役割を果たす施設が必要と考

える。 

 

以上、たんなる箱物を推進しているにすぎないと思われるような提言

となったが、《ひと》の《こころ》が拠り所とするものは、無形である
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よりも、有形の方が多いことはまちがいない。たんなる精神論にすがっ

て、形なき拠り所で“文化創造”を推進することを全否定するつもりは

ないが、わかりやすい有形の拠り所を設定することによって、できるか

ぎり潤滑に推進する方法もあるのではないかと考えて、提言した次第で

ある。 
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武山 良三 委員 

（富山大学芸術文化学部 学部長） 

 

○欧州の先行事例に学ぶ 

文化・創造都市高岡推進懇話会のアドバイザーである大阪市立大学大

学院創造都市研究科の佐々木雅幸教授は、「創造都市」研究の第一人者

として知られている。佐々木教授が、2012 年（平成 24）5 月に富山大

学芸術文化学部で行った講演では、豊富な研究実績の中からいくつもの

印象的な事例が紹介された。中でも欧州で都市再生が行われたビルバオ

（スペイン）の事例は、製造業の行き詰まりを創造的文化産業が再生し

た一例として目から鱗であった。 

かつては造船業で繁栄した都市が、産業構造等の変化に対応できず衰

退した。そこで美術館を誘致し、アートを全面的に活用したまちづくり

を行ったことによって都市再生に成功した事例である。新しく建築され

た美術館が、十八番である造船技術を用いて建築されたことにも「街の

歴史を繋げる」という観点から大いに感心させられた。 

我が国は第二次世界大戦後、目覚ましい経済発展を遂げて先進国の仲

間入りを果たした。世界のトップランナーとしての位置付けがあるが、

産業革命を起点とする近代型社会として見れば、常に半歩欧州の後塵を

拝していると言わざるを得ない。 

近代型社会は工業化による大量生産を受けて、まず生産及び消費地と

しての都市が形成されていった。人口が集中し、大団地が建設される一

方、ゴミ処理や渋滞などの都市問題が発生した。その後、都市の郊外化

が計られ、自動車交通を活用した郊外が開発される中で、中心市街地の

衰退が始まった。これは不味いと都市の再開発が行われたが、区画整理

が進む中で多くの歴史的町並みが失われていった。今日、全国の地方都

市でシャッター街が拡大しているが、このような都市の変遷およびそれ

によって引き起こされた問題は、一足先に欧州の都市でも起こり、さま

ざまな対策が講じられてきたのである。 

2012 年（平成 24）12 月、金屋町は重要伝統的建造物群保存地区（以
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下 重伝建）に指定された。重伝建は、町並みの範囲を指定して保存す

ることが特徴になっている。それまでの重要文化財指定のように、単独

の建物を保存するだけでは不充分であるとの考えから 1975 年（昭和 50）

整備された法律だが、これは 1967 年（昭和 42）にフランスで施行さ

れたマルロー法に学んでつくられた制度である。近年そのフランスでは、

ハードである建物としての町並みを守ることに加えて、地域産業をソフ

トとして、住民生活を維持する対策を講じることで、町並みを保存して

いこうという動きが広がっている。ビルバオの事例も考え方は同じと捉

えることができる。 

高岡では 2003 年（平成 15）万葉線株式会社が発足し、廃線の瀬戸

際までいった路面電車が再生したが、この時に参考にしたのがストラス

ブールなどフランス諸都市の事例であった。フランスにおける路面電車

は一時期全国で 3 都市まで減ったが、その後新しいタイプの低床式車両

を用いた LRT を導入、中心市街地へ車の乗り入れを制限するなどして

「歩いて暮らせるまちづくり」が推進された。今では全国 27 都市で運

行されているが、その背景にはこれからの持続型社会を目指した上での

施策であることが読み取れる。 

このように欧州の事例を見ていると、環境対策や生活の転換に基づい

たまちづくりが一歩先んじているように思われる。その欧州で「創造都

市」という概念が社会的認知を得るようになっていると聞けば、これは

重要な啓示として受け止めることが知恵というものだろう。 

 

○日本の先端事例を高岡からつくる 

高岡市民には今ひとつ知られていないが、万葉線の再生はこれからの

公共交通のあり方及びその維持方法を示した先行事例となり、福井のえ

ちぜん鉄道株式会社や和歌山電鐵貴志川線の存続に一役買った。富山の

ライトレールが、万葉線の再生時に構築されたノウハウを活用して運行

にこぎ着けたことは、全国の関係者の間ではよく知られた話だ。 

金屋町が重伝建に指定されたことを前述したが、高岡市では 2000 年

（平成 12）に山町筋が指定を受けている。ひとつの市で複数認定とな
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ると京都市や金沢市など全国でも希少な事例になるが、高岡市では吉久

でも指定を目指す動きがあり、もし実現すれば歴史的まちづくりを推進

する都市として高岡の知名度は格段に上がるだろう。 

路面電車の再生に歴史的町並みの保存。これは高岡だからこそできた

まちづくりだが、これらはなかなか欧州的である。さらに高岡では、「金

屋町楽市 in さまのこ」や「高岡クラフト市場街」に見られるように、

まちづくりと産業の活性化を一体的に捉えた取り組みがすでに行われ

ており、このような事例は全国的にも先端を行っていると認識すべきだ。

近頃、全国メディアの取材を受けたり、イベント時に東京からの参加者

が混じるようになったことはその現れだろう。 

路面電車は「周回遅れのトップランナー」と評されることがあるが、

伝統的地場産業も同様の状況にある。これまで古い、重い、と倦厭され

ていた鋳物に、モダンで美しいフォルムを与えた商品が、東京や大阪の

百貨店だけでなく、欧州のバイヤーからも引き合いを得るようになって

いるからだ。単に新しいのではなく、伝統の技に裏打ちされたものづく

りの深みや信頼が評価されている。伝統に学ぶ姿勢は、工芸品だけでな

く最先端の情報機器を開発していく上でも役立つ。それこそがこれから

の日本が柱とすべき指針であり、ぜひ高岡からそのことを発信していき

たいところだ。 

 

○市民ひとりひとりの創造性を高める 

これらの商品が生まれた背景には、作り手に文化的側面を重視する価

値観が育って来た事が大きいと考える。高名なデザイナーを中央から呼

び寄せて任せるのではなく、自分達も一緒になって考えることの重要性

が理解されるようになったからではないだろうか。そもそも素材や加工

法など、ものづくりを最も熟知しているのは現場の職人だ。デザイナー

の指示に従うだけでなく、自分達なりのアイデアを返していく姿勢が求

められる。 

「売れるからつくる」ではなく「これからの社会に必要なものをつく

る」ためには、確かな価値意識が不可欠であり、職人自身の文化度を高
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め、創造性を養わなければならない。 

2011 年（平成 23）、伝統産業青年会の面々がデッサンに挑戦し、芸

文ギャラリーで作品展を開催した。絵が上手・下手ではなく、そのこと

を経験したことが大きな収穫だった。ものをしっかり観察するという行

為を体験し、知覚は大いに刺激されたはずである。 

文化的活動と言えば、美術や音楽、文学や演劇などが挙げられるが、

形式に捕らわれるのではなく、地域を見直し、自己がリフレッシュでき

るような事を生活の中に取り込んで行くことが重要だ。 

筆者は高岡に来て 17 年目を迎えるが、祭が盛んなことには未だに驚

きと感動がある。御車山祭や御印祭、七夕に高岡万葉まつり等々がある

が、それらには伝統工芸を駆使した山車からお囃子や踊り、参加者の衣

装や当番家で出される料理やお菓子など、地域が育んできた文化的要素

が満載されている。 

富山県は、獅子舞が盛んなことでも有名であるが、普段は工場で鋳物

づくりをしている職人が、祭の時になると勇壮な天狗となり舞う姿は、

この上もなく格好いいと思う次第だ。練習を通じて、子供から大人まで

が繋がり、地域コミュニティが維持されているところも、都市ではなか

なかできないことであり感心させられる。 

問題は、獅子舞をはじめ地域の祭が持つ文化性を、地域住民があまり

意識していないことだ。伝統工芸が、文化的価値をあらためて問い直す

中でその価値を高めることができたように、祭もその由来から意匠の美

的評価まで、再認識することでその文化性を高めていくべきだ。 

文化を意識する時、地域の風土や歴史を外すことはできない。そこに

は「地域らしさ」の起点がある。職人が、二上山の四季の素晴らしさや

祭の価値を再認識したとき、飛躍に繋がるようなものづくりが行えるの

ではないだろうか。 

 

○「文化・創造都市高岡」を実現するビジョン 

文化・創造都市高岡推進懇話会では、文化・創造都市高岡を実現する

ためのビジョンづくりを委託されている。これは難問だ。「文化」も「創
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造」もさまざまな捉え方があり、「文化・創造都市」なるものが、まず

どのような都市を指すのか、定義づけが難しいからだ。文化には、芸術

から祭まで様々な項目が含まれる。 

しかし、そこには共通する要素として「こころの豊かさ」があるので

はないだろうか。五感を発揮して、感じる刺激から自己を覚醒し、生き

る喜びや力を得る行為が尊重される都市。住民ひとりひとりが文化性や

創造性を、経済性や利便性よりも優先させている都市。ここではそのよ

うな都市を「文化・創造都市」と呼びことにする。 

高度経済成長の中で、家族や近所づきあいより仕事が優先されること

になった。しかし「こころの豊かさ」を得るには、さまざまな人々との

交流や、それを促進する取り組みが求められる。市民ひとりひとりが日

常的に取り組める文化的テーマを持つこと、それを実現できる体制や設

備があること、お互いに交流し成果を共有できること、が求められる。 

行政的には、テーマを何か一つに絞り込み、市民がこぞって関連の趣

味を楽しみ、事業に参加するような状況が生まれることが望ましいのだ

ろう。しかし、ネット社会が進展した今日では、トップダウンのような

進め方は難しくなってきている。誰もが自分なりに文化を楽しむフラッ

トな状況の中で、高岡としての共通項を見出していかなければならない。 

高岡のキャッチフレーズとしては、「万葉の里・高岡」、「工芸都市・

高岡」、「歴史文化都市・高岡」などが用いられてきた。大伴家持由来の

万葉集は「うたづくり」、前田利長が興した鋳物や漆器は「ものづくり」、

国宝瑞龍寺や古城公園、山町筋や金屋町の町並みは「まちづくり」、と

いったように共通項として「つくる」が挙げられる。つくることの対象

は異なっても、つくるという創造的行為は共通している。「何を」つく

るかではなく「どのように」つくるか。そこに高岡としてのビジョンを

設定できるのではないだろうか。 

市民ひとりひとりが、何らかの「つくる」行為を楽しんでいる。それ

らが交流する中で新たな文化が生成される。高岡を散策していると、そ

のような断片にふれることができる。そんなまちにしたいものだ。 

例えば、商店街のウインドーに鋳物の花器が展示されている。そこに
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花が生けられ、その横には花に因んだ歌が添えられている。そんな展示

を見て、季節の移り変わりに思いを馳せることができる、といった具合

だ。 

そのような光景を実現していくためには、具体的には次のような取り

組みが求められる。 

１） 知る 

高岡の文化的資源の価値を再認識し、展示等を通じて美に触れ

る機会をつくる。市内では年間を通じて、多くの事業が行われ

ているが、残念ながら参加者数は芳しくない。その要因として

は情報が十分に伝わっていないことが挙げられる。講座や展示

などの適切な情報提供が欲しいが、これらはボランティアでで

きる内容ではない。そこで、行政のしかるべき組織が責任を持

って情報収集および告知を行う「高岡文化・創造ナビ（仮称）」

の設置を提案する。 

２） 親しむ 

取り組みのレベルを高め、第三者の鑑賞に応えられるようにな

るコンテンツをつくるためには、一定の習熟が必要になる。わ

ざわざ時間をかけて出向くのではなく、生活圏の中で日常的に

取り組める環境があることが効果的だ。高岡では、地域ごとに

公民館が設置され、さまざまな活動が行われているが、中には

老朽化しているところや、若い世代には魅力的でない施設もあ

る。公民館は、コミュニティスペースとして地域にとっては重

要な施設であり、これに文化的機能を付加することで活性化さ

せる「C&C（コミュニティ＆カルチャー）センター（仮称）」

として整備する。古い町屋なども、斬新なデザインを導入して

リノベーションを図り、古い町屋の再生モデルとしても活用す

ることを考える。 

３） 繋ぐ 

構想イメージでも述べたように、単なるものづくりではなく、

「つくる」という行為が複合してできる新たな文化を構築する
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ために、それぞれの活動を紹介し合える場をつくる。高岡では

2005 年（平成 17）からまちづくり関係者等が自分達の活動を

紹介し合うプレゼン大会「ナンケソーレ」を毎月開催し、交流

の輪を広げてきた実績がある。これを再活性化させると共に、

高岡駅隣接施設において、関係者が常時交流できるようなスペ

ース（できれば飲食を伴える）を整備していきたい。 

ここでは、「つくる」をビジョンとして、「知る」「親しむ」「繋ぐ」の

基本方針を示した。加えて具体化への提案を行ったが、これらの取り組

みはそれほど高いハードルではないと考える。むしろこれまでも幾度も

提言されてきた基本的な内容である。この種の施策では提言に対する企

画力に加えて実行力がその成果を決める。ディテールを求めれば課題は

際限ない。検討段階で立ち止まるのでなく、実行する中で補正していく

ようなインタラクティブな進め方を導入したい。 
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東城 祐司 委員 

（株式会社メディアミックス・ジャパン 代表取締役社長） 

 

高岡市はこれまで、歴史のある古い町並み、鋳造を中心としたものづ

くり、また雅楽、能楽、万葉などの伝統文化などを大切に守り、受け継

ぎ、そしてこれらを文化活動の中心にしてきました。 

今回「文化・創造都市 高岡」と銘打ち、未来に向かって新たな文化

の発信を行うにあたり、私は次の３つを提言したい。 

一つ目は、歴史ある鋳造技術を生かした「本物志向」ものづくり文化

の推進。 

利益を過度に追求する弊害からきた偽物文化が蔓延している現代、そ

の反発から本物を追求する志向、多少価格が高くても本当にいいものを

求める傾向が増えてきている。そのような昨今、最高水準の技術、素材

を用いて独創性や芸術性で制作し後生に残せるような本当にいいもの

を創造していくことを高岡市として推進することはいかがでしょうか。 

具体的には、長い歴史を持つ銅や錫などの高度な鋳造技術をもつ市内

の職人や企業を市として応援し広めていくこと。一例として高岡「能作」

の錫 100％のタンブラー、小鉢、ぐい呑などの高級鋳造品などがあるが、

年１回たとえば高岡ものづくり“本物志向”鋳造技術フェスティバルと

題して、市内から我こそはと思う職人や企業に参加していただき本物志

向ユーザーが唸るような生活雑貨品や食器などを展示してイベントし

て盛り上げ、県内、全国に発信していくことである。高岡の鋳造技術を

知り、職人技を後生につなぎ、本物志向文化に繋がるイベントになるの

ではないだろうか。 

ちなみに先日、フジテレビ系「大みそか列島縦断 LIVE ニッポン景気

満開テレビ 2013」で「能作」が紹介され、自民党幹事長・石破茂市も

高岡の錫製品鋳造の技術について今後期待される旨の発言もあった。 

 

二つ目は、全く発想を変え、金沢市と富山市の間に位置する高岡市の
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立地を生かした新たなイベントの創造。 

これまで行ったことのない新たな魅力あるライブ・イベントを企画し

若者にむけて発信、継続して行くことである。 

高岡には秋のライブ・イベント高岡万葉まつりがある。これは伝統的

なイベントとして今後も継続していくべきだと思うが、もう少しエンタ

ーテインメント性のある若者への魅力ある文化発信イベントを創造す

る。 

代表的なイベントしては音楽イベント。海外ではモントルーのジャ

ズ・フェスティバル、国内では過去、大阪の春一番コンサート、中津川

のフォーク・ジャンボリーなどがあるが、有名アーティストを多数呼ん

で野外コンサートイベントを開催する案。たとえば、万葉まつりのプ

レ・イベントとして 9 月に「高岡万葉ラブソング・ライブコンサート」

を企画しラブバラードが得意な J-POP アーティストを招聘して開催す

る。イベント会場は、野外イベントとして想定される「おとぎの森公園

の森のお祭り広場」「高岡スポーツコア」「高岡市営城光寺運動公園」「伏

木万葉ふ頭」など多くの動員を見込める会場とする。高岡市は金沢市と

富山市の中間に位置するため、各市、各市のイベンター、放送局と組み、

５千人からできれば１万人規模とし北陸最大の音楽イベントに持ち込

む。予算的な観点からもちろんチケットは有料とする。毎年開催して定

着させ、市民、そして県民も定期的に楽しめる音楽文化イベントになる

と思える。 

 

三つ目は、高岡の食文化としての高岡コロッケの推進。 

 2013 年 11 月 3 日茨城県竜ヶ崎市で開催された「第 1 回全国コロッ

ケフェスティバル」に白エビコロッケ「ホワイト」とイカ墨コロッケ「ブ

ラック」などの新作コロッケで参加して人気投票で優勝した有利な経験

を生かし、高岡コロッケを徹底的にプロモーションしていく方法である。

まずは熱の冷めないうちに、Ｂ1 グランプリに参加するため愛Ｂリーグ

に再加入申請を行い、同時に市内のレストラン、食堂、肉販売店などの
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コロッケ提供業者参加による「第１回高岡コロッケグランプリ」を開催

する。この高岡コロッケグランプリで人気投票ベスト 3 にランクインす

ると、3 業者は 2015 年春に開業する北陸新幹線・新高岡駅での 1 年間

の販売許可権を獲得することができるなどの特典を与える。そして毎年

このイベントを開催して高岡コロッケを浸透させ、ひとつの食文化とし

て不動のものにしていくべきである 

 

 以上、稚拙ではあるが、３つの提案を文化創造都市高岡への提言とさ

せていただきたい。 
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能作 克治 委員 

（株式会社能作 代表取締役社長） 

 

高岡には歴史、文化と素晴らしい地域資源を有する地域であるが、全

国的に見ても認知度がまだまだ低く、地域資源の有効活用が課題である

と考えられる。 

弊社は十年前より地域、伝統、技術を基にした商品開発と販路開拓を

行い、東京、大阪などの首都圏に直営店を展開することが出来る様にな

った。 

伝統のものづくりゆえ、地域のこと、高岡の歴史、職人の思いなど「も

の、こと、こころ」を付加した販売方法を行っており、一般ユーザーの

声を聴くことも多く、認知度の低さを実感している。 

文化創造都市の構築には、第一に、高岡地域で観光産業の中心となり

うる、大規模芸術文化創造拠点の設置が急務であり、地場産業、観光産

業に関わる企業、組織が一体となり取り組むことが重要である。 

弊社は高岡の中小企業であるが、産業メディア、ソーシャルメディア

の紹介、直営店によるＰＲにより年間二千人以上の見学者を受け入れて

おり、県外からも沢山の方々が毎日のように訪れるようになった。 

社内的にも「見て、知り、伝えてもらう」ことを最優先に見学者の受

け入れ態勢を整えている。 

地域のイベントについても単独的、単発的に行われることが多く見受

けられ、集客機能を無視したイベントが多くあり訴求力が非常に弱いと

思われる。 

その観点からも官民一体となった連携、統合体制を築き最大の効果を

上げる取り組みが重要である。 

北陸新幹線開業においては、観光回遊ルートを整理し、観光の時間を

考慮し、複数の選択肢を持ったプログラムを構築する事が望ましいと思

う。 

例えば東京の「はとバス」の様に、観光スポットを日帰りでめぐる定

期観光バスを高岡駅、新高岡駅より運行することも有効であると考える。 
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次に、高岡の企業が地域に対する理解を深め、統一のコンセプトによ

り、県外へ高岡をアピールすることが重要であると考える。 

金属産業に携わる企業は、最終商品だけではなく加工部品に対しても

すべての製品に「メタルシティ高岡」等のシールを張り、統一のイメー

ジで高岡製をアピールするなど、全産業に統一ロゴを製作し地域のブラ

ンド化を図る。 

愛媛県の「今治タオル」は、四国タオル工業組合と今治市との連携に

より「今治タオル」の構築に向けた「今治タオルプロジェクト」により、

伝統産業としては異例のＶ字回復を成し遂げた。 

このプロジェクトにおいても、アートディレクターとして参加した佐

藤可士和氏が製作したロゴマークが大きな役割を果たしている。 

次に、次世代を担う子供たちの学校教育について、今以上に地域性を

取り入れた授業を行ってほしい。 

「ものづくりデザイン科」の授業はよい例だが、伝統産業に関わらず

地域、文化に触れるチャンスを多く取り入れていただきたい。 

子供たちが地域やものづくりに理解を深め、郷土を愛し、誇りを持つ

ことが今後の高岡を支えることとなり、地域においても、素晴らしい地

域資源を持った高岡を市民全員が見つめなおす良い機会になると思う。 

何より、行政、企業、市民が一丸となって他の地域に「もの、こと、

こころ」を伝えることが文化創造都市高岡の構築につながる。 
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林口 砂里 委員 

（有限会社エピファニーワークス 代表） 

 

○高岡固有の文化資産を未来につなぐ 

社会の成熟に伴い、世界の様々な都市が「文化と市民の創造性による

持続可能なまち作り」に取り組む中、「高岡らしい」文化創造都市の形

成を目指す必要があることは、昨年度の「市民文化創造都市会議」でも

指摘されていることである。 

高岡が古く万葉の時代から蓄積してきた文化を土台にすることが不

可欠だが、では、「高岡固有の資源」とは具体的には何だろうか？―万

葉の歴史文化、国宝瑞龍寺、ドラえもんのふるさと、枚挙にいとまがな

い。実際、高岡の文化を活用した催しや活動は既に数多く実施されてい

る。しかし、プロモーションチームの指摘にもあったように、イベント

がありすぎて、散漫になってしまっている。高岡の独自価値をきちんと

内外に発信しようとするならば、選択と集中が肝心である。 

約 400年前の前田家による開町に始まる高岡銅器・漆器といった伝統

産業～新産業に続く『ものづくり』と、山町筋や金屋町の２つの重要伝

統建造物群保存地区に代表される『歴史あるまち並み』がそれにあたる

と私は考える。これらは、古い歴史を持ちながら今も高岡市民の生活の

中に息づき、自分たちが未来へと受け継いでゆけるものである。もちろ

ん、他の文化資源も大切なことに変わりはなく、重点をどこに置くかと

いう話である。むしろ、重点を置く軸を決めた上で、そこに他の要素を

組み合わせていくことにより、さらに高岡らしさが出せるのではないだ

ろうか。 

では、具体的にはどんな事業が高岡らしい「文化創造都市」につなが

るだろうか？そのヒントの一つとして、私も企画運営に携わる「高岡ク

ラフト市場街」を紹介したい。 

27年の歴史を持つ「工芸都市高岡クラフトコンペティション（以下、

高岡クラフトコンペ）」の入賞作品展を中心に、クラフトにまつわるさ
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まざまな事業を結びつけ、中心市街地で展開される事業で、２回目とな

った昨年は、2013年 10月 3日～7日の５日間開催された。 

 

○「高岡クラフト市場街 2013」—クラフト×まち歩き×食 

2013年の市場街の特徴は、「ものづくりと古いまち並み」という高岡

の固有資源に加え、「食」を３本目の柱としたことである。「食」は生活

の中心であり、誰もが親しみやすい。「クラフト」と日常の生活を近く

するというのが、市場街の目指すことの一つだからだ。 

「クラフト」の事業としては、「高岡クラフトコンペ」の入賞／入選

作品展をはじめとして、コンペ入賞作家の他の作品を展示する「作家の

引き出し展」、富山県内のクラフト作家を紹介する「クラフトマンズギ

ャザリング」、富山大学芸術文化学部の学生と高岡の職人が協力し合い、

高岡の伝統技術を使ってものづくりを行う「クリエイ党」の展示、富山

市のガラス工房の作家 13名による「富山ガラスのうつわ展」。また、「高

岡ファクトリークラフトショップ」と題して、高岡の伝統産業メーカー

が近年生み出しているデザイン性と質の高い商品を販売する場を設け

た。全国的に有名になっている商品も多い中、地元でなかなか買える場

がないという声に応えてのことである。そして、普段なかなか見る機会

のないものづくりの現場を巡り、職人たちから直接説明を聞く貴重な機

会「高岡クラフツーリズモ」も好評を博した。 

「まち歩き」は、上記の展示やショップを駅前商店街～山町筋～金屋

町のお店や古い町家などで展開させることで、クラフトの展示廻りを

「まち歩き」につなげた。また、照明デザイナーの面出薫氏と、映像作

家の菱川勢一氏をゲストに招いて、高岡のまちの魅力や課題を発見する

「まち歩きワークショップ」を２回実施。  

「食」は、全国のクラフト作家の作品や高岡の商品を中心市街地の飲

食店の器として使ってもらう「クラフトの台所」を 10 店舗で実施。ク

ラフトに親しむきっかけを作り、生活の中にクラフトを取り入れること

が「豊かな暮らし」につながるのではないかという提案を行ったのであ
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る。もう一つ、新たな試みとなった「たかおかローカルキッチン」。地

場の食材を使った料理を高岡で作られた食器で楽しんでもらう期間限

定のレストラン。会場は、高岡の鋳物発祥の地・金屋町にある築 133

年の古い町家で、空間も器も料理も高岡づくし。時間と空間含め、高岡

の魅力を見て、味わって、体感していただいた。 

    

その他、全部で 14 の事業を展開することで、この５日間中心市街地

に賑わいを創出し、高岡市民にとっても地元の文化資源を見直すきっか

けとなったことは、第１回目と比較した際の入場者数・作品販売額の増

加、来場者へのアンケート結果からも裏付けられる。 

しかし、それと同時にいくつかの課題も見えてきた。最も大きな課題

と感じたのは、①「持続的な活性化の難しさ」と②「地域の巻き込み不

足」である。 

まず①は、５日間のみ開催というイベントであり、残り 360日の持続

的な賑わい作りにはまだ至っていない。「クラフトの台所」でクラフト

作家の作品をイベント後も継続的に食器として使用するお店が出てき

たことは、持続的な活性化に向けた第一歩であるが、やはり「ものづく

り」のまちを体感できる常設の「拠点」が必要なことを痛感した。 

②について、市場街の運営主体が、民間・行政・商工会議所・高岡伝

統産業青年会、と多様な組織の連携であることは評価されてよいが、商

店街や自治会との連携が不足していた。さらに言えば、より多くの市民

が「ものづくりと歴史ある町並み」という文化資産に誇りを持ち、それ

らを活用したまちづくりに我がこととして関われる仕組みづくりが必

要である。 

 高岡らしい「文化創造都市」づくりを目指す際にも、同様なことが課

題となるのではないだろうか。 

 

○拠点作りとイベント開催の両輪とエリア全体での展開 

①の解決については、金屋町の「富田鋳造所跡地」のキューポラを文
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化遺産として残しつつ、共同の鋳物工房を中心とした施設としての整備

が高岡市を中心に進められている。 

「ものづくり」の高い技術を有する高岡に世界中からクリエーターが

集い、その拠点で製作し作品を発表したり、高岡で作られたものが買え

るショップがあったり、一般市民が「ものづくり」を体験できたり。常

設の場所があることで、交流人口が増え、持続的な賑わい創出につなが

ることが期待される。 

拠点がある上で、継続的な話題創出のため、「高岡クラフト市場街」の

ようなイベントも併せて開催することが効果的である。また、市場街で

は今年は食を組み合わせたが、「ものづくり」だけでなく、音楽、アー

ト、舞踊、ファッション、など他の高岡の文化資産と組み合わせたイベ

ントも、高岡の魅力を伝えるのに有効だろう。 

 

②の解決策はどうだろう。富田鋳造所跡地の共同工房という「拠点」

を中心に、周辺の地域や住民にも積極的に関わってもらうため、例えば、

クリエーターや県外からの来街者が宿泊できるレジデンスを金屋町や

山町筋の空き家を整備することで確保する。市場街でも見られたように、

クラフト作家の器を使う飲食店を増やしたり、すでにある金屋町の「か

んか」や山町筋の「はんぶんこ」のような、ギャラリーやショップと連

携する。つまり、地域の人たちを巻き込みながら、様々な点をつないで、

エリア全体で「ものづくりと歴史ある町並み」を体験し、楽しめるよう

にしてゆくのである。 

 

「文化創造都市」を目指すことは、戦後の大量生産・大量消費のシス

テムから舵を切ることに他ならない。しかしながら、「文化」がまた経

済活動につながらなければ、人口減少・高齢化が進む地方都市の未来は

厳しいものとなる。高岡にしかない価値を高めることで、世界に向かっ

て開き、交流人口が増加し、そうした外部からの刺激で伝統産業や新産

業も活性化されて経済活動が活発になると同時に、市民も地元のよさを
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知って地産地消が進み、市民が主体的に知恵を出し合って魅力的なコン

テンツをさらに生み出し、まちの魅力を高めてゆく。「ものづくり」の

まちを象徴する拠点ができ、その周辺のエリアを同時に整備することで、

こうした好循環が生み出されないだろうか。それこそ、高岡らしい「文

化創造都市」の一つのあり方として、ここに提言させていただく。 
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蓑島 毅 委員 

（元株式会社博報堂 テーマ開発局 シニアアカウントディレクター） 

 

「文化創造都市高岡の実現に向けて」   

（１）文化創造都市という視点 

数年前からクリエイティブ・シティという言葉が人気を博している、

日本語でいえば、創造都市である。 

懇話会のオブザーバーであり、クリエイティブシティ研究のエキスパ

ートである佐々木雅幸先生曰く、「創造都市とは、市民の創造活動の自

由な発揮に基づき文化と産業における創造性に富み、同時に、脱大量生

産の革新的で柔軟な都市経済システムを備え、グローバルな環境問題あ

るいはローカルな地域社会の課題に対して創造的問題解決を行えるよ

うな「創造の場」に富んだ都市である」と定義されている。 

そして、言うまでもなく、高岡市の目指している文化創造都市とは、

まさにこの考え方を踏まえたものである。 

文化創造都市高岡推進懇話会に参加し、各委員との意見交換や、プロ

モーションチームからの提言資料を拝読して、数多くの示唆を得ること

ができた。こうしたことと、自分がこれまで仕事を通して得た多少の知

見と、懇話会での議論によって感じたことなどをまとめてみたい。 

 

まず、あらためて感じているのは、高岡市の持つ都市としての文化特

性における「多層性と多様性」である。そして、それを如何に統合し、

高め、発信をしていくのか、ということである。 

高岡市の場合、産業文化、伝統文化、芸能文化、歴史文化、生活文化

などいくつかの文化のレイヤー（層）があると思う。これらのレイヤー

を俯瞰的に捉え、どのように高岡の都市文化を整理し、市民が共有し、

それを様々に活かし、発信していけるのかということが必要である。 

 

高岡市は、市の中心部にあるものづくりの産業文化を基盤とした金屋

・山町筋のエリアと瑞龍寺や二上山や、伏木地区などの歴史伝統文化、
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そして合併によって高岡市となった福岡地区の、菅笠という産業文化、

雅楽という伝統芸能文化、など複合的な文化の魅力を持っている。こう

した魅力の多層性を、大局的に分析・整理し、年間を通じて行政や、街

づくり、イベントの実施、PR 戦略等において、どのようにプロットし

関連付けや連携を再検討していくかという視点が、クリエイティブシテ

ィの実現に向けて今こそ求められていると考える。 

 

プロモーションチームにおいていくつかのキーワードが共有されて

きたが、私が印象に残っているのは、やはり＜体験＞＜実感＞＜共有＞

＜つなぐ＞、そして＜創造の場＞作りというキーワードである。これら

のキーワードが、多層都市高岡の魅力を高め、クリエイティブシティを

実現する上で、重要な役割を果たしてくれると感じている。 

 

高岡市は、加賀藩の政策によって、鋳物や漆、螺鈿などの職人が集め

られたことにより、産業集積が進み街の基盤を形成していった。それが

現代の銅器産業やアルミ産業の隆盛にまで繋がっていることは皆様ご

存じの通りである。この産業基盤が、ものづくり都市としての地域構造

を生み出し、職人等の作り手～商品を流通する店や企業～それを買う人

々～その技を学び磨き継承する人々…という産業社会基盤によって高

岡の街が形成され発展を遂げてきた。その中で、高岡ならではの銅器や

高岡螺鈿、漆、木工など優れた工芸品が生まれ、その高い技術力と商品

力は美術品にも匹敵する水準の『高岡の産業文化』となったのである。

また、御車山に見られるようにそれぞれの職人技が統合されたものとし

て、市民の祭りを彩る山車となり、晴れの舞台のために集大成され生活

文化、伝統文化、歴史文化の象徴にもなっている。 

 

つまり、作る～売る～見る・買う～学ぶ という社会構造の多層性の

中でものづくりによる産業文化が高岡の都市文化の中心として発展を

遂げてきたのである。 

 しかし、近年、製造産業の減少や、後継者不足、市民の生活様式の変
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化などによりこの産業文化インフラの構造にも変化が起こってきてい

る。 

こうした時代変化の中で、この産業文化を、高岡の都市文化の中核と

してどのように「見える化」し市民と市外の人たちで「発信」「共有」

していける仕組みを組み立てていくのかということなのである。 

これまでも、行政や様々な団体や市民の皆さんが色々な形で取組みを

され、その多くが一定の成果を果たしてこられたと思う。そうした実績

の中で、もう一度しっかりと、創造都市文化の担い手としてのポテンシ

ャルを持っているものを見定め、それらを、ＰＲ手法を含めて、連携・

改善・発展させ発信・共有させるという戦略構築が必要である。 

 

私は委員会の中で、文化イベントなどの情報の棚卸と分析・整理・共

有というようなことの必要性を何回か発言してきた。それは、地域ブラ

ンド戦略を考える上で、地域資源の棚卸がまず基本動作だからである。

もちろんこれまでも、産業界は産業界で個別に、情報の棚卸や分析をお

やりになっておられるだろう。しかし、ジャンルを超えて都市文化の総

体として大局的・横断的に捉え分析して整理・棚卸することはあまり行

われていないのではないかと感じた次第である。 

 

新しいイベントを起こしたり事業を立ち上げたりということだけで

なく、今あるものを、大局的な分析に基づいてとらえ直し「整理」、「統

合」「改善」「関連付け」「相互連携」といったことにより、文化創造都

市実現に向けた手がかりが明らかになってくるのではないかと思う。 

 

（２）地域ブランドという視点で文化創造都市を考える 

私が多少関わった事例で恐縮だが、墨田区の場合には、２０１２年の

東京スカイツリー開業に向けて、区の大きな特徴である「モノづくりの

街」という地域特性を活かした情報発信を図り、すみだの知名度を高め

クリエイティブな都市としての魅力を内外にアピールしようというす

みだ地域ブランド戦略を展開した。これは単なるＰＲ活動だけでなく、
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「すみだモダン・すみだブランド認証」という地域ブランド認証制度と

地場産業のモノづくりノウハウに外部デザイナーの発想を掛け合わせ

て新しい価値を持つ商品開発を行う「ものづくりコラボレーション」と

いうプログラムを展開した。 

 

事業の推進に際しては、墨田区の歴史文化資産と産業文化資産の洗い

出しを行い、まず産業文化視点でどのようなアプローチを行うかを分析

・議論し地域ブランド事業の計画を策定している。事業のひとつ、「も

のづくりコラボレーション」では、従来のＢtoＢではない生活者向けの

アイデア開発が、生産者間に新たな化学反応を起こし、大きな発想の刺

激となった。この事業は、商品開発だけに留まらず、「すみだのモノづ

くりの力を直接世に示そう」、というポジティブなマーケティング意識

を持つ作り手層の拡大を促し、地域の力＝クリエイティブ力・発信力を

高めるという成果にもつながったのである。 

 

アメリカのジャーナリスト、ジェイン・ジェイコブスは、「人間的規

模における都市の経済システム、職人企業のネットワークによって、時

代に適応したイノベーションが現出し、それが修正自在型経済を生み出

す」と言っている。 

すみだの事例でも、これまで縁のなかったデザイナーとの出会いに加

え、同じ地域で横のつながりのなかった異業種の作り手たちが、意見交

換のネットワークを作り、新たなビジネスを議論するようになり、自分

たちですみだを活性化する工場見学プログラムを考えたり、プレス機し

か触っていなかった人たちが、販売イベントを企画運営したりし始めた

のである。まさしくジェィコブスの規定したような新しい地域経済関係

が生まれたといえる。 

もちろんこれには墨田区が長年行ってきた「フロンティアすみだ塾」

等、区内経営者に学びの場と相互交流を深める仕組みを提供し続けてき

たことも大きな下地となっている。しかし、私はそれだけではない行政

の情熱と地域企業の思いとクリエイティブ性とが良い掛け算になった
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ことによる創造都市への兆しを感じるのである。熱い思いを持ち続けて

きたすみだの町工場の人たちと、その町工場の情熱をもっと多くの人に

共有したいという行政マンの熱き思いの掛け算である。 

江戸から続く、ある染工場の職人さんは、デザイナーと一緒に江戸の

伝統柄をモダンデザインに昇華したハンカチを作ったことにより、これ

まで縁のなかった展示会に出展し、お客様と直接話をする機会を得たこ

とに喜びを感じ本当に世界観が広がりました、と嬉しそうに私に話して

くれた。 

 

地域をブランド化するには、地域イメージを表現し内外に共感や感動

を与えることのできるストーリーやコンセプトを地域の価値として発

信することが重要である。すみだには、技術と、職人の歴史や物語を持

つ隠れた逸品が多数あり、それらがまさしく「モノ×コト×ヒト」の掛

け算を生み出したのだと思っている。それを、「すみだモダン」という

共通のパッケージブランドの器に盛ることで、さらにパワーを加えて地

域ブランドとして発信することができたのではないかと思う。 

 

高岡も、伝統産業の歴史と数多くの人々のドラマやストーリーを持っ

ており、また、国内屈指の歴史と実績を誇るクラフトコンペや、それに

連携して行われているクラフト市場街、そして、金屋の楽市などポテン

シャルのあるものづくり関連事業が継続して開催され、一過性ではない

存在感を示している。このポテンシャルをさらに高めるために何とどう

結びつけたり、関連づけたりしてさらに「見える化」していくのかとい

うことであろう。 

その意味でも、「知る」「体験する」「つなぐ」というキーワードが大

きな意味を持ってくる。 

そして、大きな催事の時期だけでなく、継続的にクラフトシティとし

ての性格付けを具体化するのが、街の中に増やすべき「創造の場」であ

る。 

創造の場は、具体的な施設等の場所づくりはもちろんだが、年間を通
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じて行われるワークショップのようなプログラムなどもまた「場」とい

える。 

「高岡では、年間を通して、いつも何かアクティブな面白い動きのあ

る『創造の場のプログラム』があるぞ！」と、様々なジャンルのオピニ

オンリーダーたちに思わせることが大切である。それは新たな事業を作

ることばかりでなく、今既にあることを統合して共有・発信する仕組み

と、ＰＲの手法や見える化の手法などのコミュニケーション計画が重要

になる。これまでも色々行われてきたワークショップ等を統合して、例

えば「高岡クラフト大学」のような形にまとめてブランド価値を作るな

ど、新たな要素を少し付加してパッケージし直すだけで発信力が変わる

と思う。 

 

私は、この数年、人との「ご縁」とそれに伴う「知の連鎖」というこ

とを痛感している。 

富山大学芸術文化学部で学んだ学生が、「ご縁」を活かしクラフト市

場街に東京の友達を連れてきたり、ＯＢがまた知り合いを誘って高岡の

鋳物を体験したり、若きプロダクトデザイナーたちが、ツアーを組んで

来高して工場を見学したり、そうした中から、高岡で働いたり、高岡に

仕事を依頼したりする人が増えてくれば、また新たな口コミと人脈が、

さらに新たな「知の連鎖」を生んでくれる。「創造の場」が多ければ多

いほど、「知の連鎖」を生み出す場となるのである。知の連鎖づくりは

人と人を＜つなぐ＞新たな縁作りであり、実は都市文化創造の基盤ネッ

トワークづくりでもある。 

  

（３）高岡における地域ブランド視点でのアプローチ 

すみだの例に重ねて高岡を鑑みると、スカイツリー開業にあたる大き

な社会変化として 2015 年の新幹線開業がある。しかしそのエポックに

過剰な期待をするのでなく、高岡の地域文化資源をもう一度しっかりと

洗い出して整理し、「モノ×コト×ヒト」の掛け算による発信力の最大

化を、どのように図っていくのかを、行政と地域そして時には外部の第
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三者とが、協議し設計していくことが重要である。 

 

高岡市の伝統産業青年会は、今年度新たな試みとしてショートムービ

ー「すず」を製作した。この活動によって若き職人たちの絆はさらに強

まり、また菱川監督はじめ外部の異質な発想との出会いは、青年会のメ

ンバーに新しい視点と刺激・経験を提供し、新たな都市文化を創造する

力を与えたと感じる。なぜ彼らは、自分達の仕事と関りのない映像作り

に傾注したのか？訝る方もいらっしゃったと聞くが、その手法を通して

高岡という町の捉え方に一石を投じた点、自分たちの産業を「旅の人」

（よそ者）目線で客観視したということは、彼らの今後の地場産業に対

する関わりにおいて、大きな文化的開眼をもたらしたに違いないと思っ

ている。 

地域ブランドの一般的な要点に照らすと、「シンボルとしての映像、

魅力ある接点（媒体化）作り、人々の興味を引くストーリー性」という

ブランド要件を満たす地域ブランド活動であり、また、これに取り組ん

だことにより、地域産業文化の推進役としての青年会の組織力が、さら

に強まったということも生まれたと思う。 

冒頭に掲げた佐々木雅幸先生の創造都市の定義、「創造都市とは、市

民の創造活動の自由な発揮に基づき文化と産業における創造性に富み、

同時に、脱大量生産の革新的で柔軟な都市経済システムを備え（中略）

ローカルな地域社会の課題に対して創造的問題解決を行えるような「創

造の場」に富んだ都市である。」とある。今回のショートムービーは、

この見解とも一致するばかりか、クリエイティブシティとしての新しい

形と可能性を提示しているのではないかと私は強く感じている。 

 

そして、映像もまた文化創造都市の「場」たり得る。現に、この映像

は「勝手に上映会の勧め」と称して、日本中で上映してもらうことを標

榜しているが、県内でも地場の大手銀行が自主上映会を行ったり、関西

の富山県人会などで上映される等、映像を通して新たな「場」が生まれ

ている。私自身、何人かの知り合いのデザイナーや経産省系団体の方等
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から、「高岡って面白いことやっていますね」と、この映像のことを話

題にされた。ショートムービーを作ったことが、「高岡が何かやってい

るみたいだぞ」、という力を生み出してくれているのである。 

 ヴィトンやグッチなど欧米の有名ブランド関係者は、異口同音にこう

語る。「伝統は革新の連続」であると。文化創造都市には、伝統を踏ま

えた革新が求められる。 

ショートムービーが、伝統を革新する一例として新たな可能性を拓い

てくれることを期待している。 

 

文化創造都市高岡の地域ブランド価値を向上させるためにも、観光、

地場産品、行政の３つの領域で、ブランド視点からの活性化施策が求め

られる。 

そのために、 

①地域のブランド価値を明確にするためのシンボルあるいはデザイン

の具現化と整備 

②ブランドの価値をさらに高めるファクトと魅力あるストーリー作り

・語り手作り（＝知る、共有することを促す構造作り） 

③ブランドとの効果的な出会いの場作り（＝創造の場）  

④地域の内外に話題を広げる仕組み作り（＝つなぐ、知る、共有する）  

⑤ブランド価値を高める情報接点作り（＝知る）・・・  

 

等、既に行なわれている事も含めてこうした地域ブランド化の基本的

アプローチを再確認していく必要があると考える。 

 

（４）多様な文化創造都市を目指して 

経産省の地域ブランドの定義をあらためて見てみると、「地域ブラン

ド化とは、地域発の商品・サービスのブランド化と地域イメージのブラ

ンド化を結び付け、好循環を生み出し地域以外の資金・人材を呼び込む

という持続的な地域経済の活性化を図ること」とある。 

すみだブランドに関わって嬉しかったことは、地場産業の人たちが、
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どんどん積極的になり、新しいチャレンジに次々と取り組んだり自分た

ちの持っている魅力をプレゼンすることに次第に熱心になり、むしろそ

れを楽しむようになったり…という変化を目の当たりにしたことであ

る。まさに、地域のブランド商品が、地域内の人の意識変革をもたらし

好循環を生み、さらに地域外の人々に新たな価値と話題を提供し人と金

を呼び込んでいる。高岡のクラフツーリスモもそうだと思うが、「工場

を見る喜び ⇔ 見られる喜び」、という、作り手と受け手双方の「気

づきの好循環」が、見てもらう喜び、現場を見る喜び、そして、ものづ

くりという仕事の魅力と意義に対する再発見等を生み、それらが作り手

の人たちの意識も改革し高めていく。ここに、知る」「体験する」「つな

ぐ」というキーワードの力が現れている。 

 

生物多様性という言葉が近年よく使われているが、「文化多様性・多

層性」こそが産業文化、社会文化両面を併せ持つ、創造都市に求められ

ることではないかと感じている。その点でも、高岡には、それを具現化

できる多層的文化都市の資質が確かにあると思う。 

高岡は、歴史文化価値と産業文化価値の多層構造を持つ「文化多様都

市」として、その魅力を新たに発信していく好機にあるのではないかと

思う。 

前述したが、御車山祭りという歴史文化は現在の高岡の金工や螺鈿、

漆器等を複合した産業文化が背景にある多層的な地域の祭り文化であ

る。 

 

「多層文化都市・多様文化都市」それは、最近ＩＴなどの世界でよく

使われているレイヤーの概念に似ている。ＩＴ的表現として使われるレ

イヤーとは、アニメのセル画のように各々のスライドを重ねていくよう

な考え方で、「今、どのレイヤーにあるのか？」という視点で議論が行

われたりする。そこには、前後の状態を見通しながら考えるパースペク

ティブな連続的視点がある。高岡は、多層構造の多様な都市の魅力を持

ちながら、これまでそれが有機結合できないでいた。しかし、高岡の産
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業構造を違う視点から捉え発信しようという動きによってショートム

ービーが生まれたりしていることなど、こうしたレイヤー型の多層的視

点に近い新たな取り組みではないかと感じている。直接的な話法だけで

なく、間接的・客観視点で映像化された伝統産業が、高岡という都市の

価値を新しい見せ方で提案していく。それは伝統産業そのものをそのま

ま紹介する映像とは違う新たな感じ方や、今までの伝統産業関係者とは

異なるファン層を生み出す可能性を持っている。 

こうした産業文化とコンテンツ文化の多層構造も、高岡の都市文化の

魅力を「知らせ」「共有」して人を「つなぐ」ことに繋がるのではない

かと考える。高岡が、産業文化と歴史文化を２つの大きな柱としつつ、

様々な文化のレイヤーを持つ「多層文化都市」として地域ブランド性を

さらに強化し、クリエイティブシティとしてさらに発展していくことを

強く願っている。 
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村上 隆 委員 

（高岡市美術館 館長） 

 

高岡市民は教育にも熱心であり、その文化度はたいへん高い。そして、

各地域で受け継いできた伝統を次に伝えようとする意識も強い。しかし、

それぞれの取り組みがバラバラで高岡市全体の取り組みにまで至らな

いことが多いのではなかろうか。つまり、高岡市の外から見ると、全体

として何をめざしているのかわかりづらいのが正直な感想であろう。 

地域見直しの第一歩は、いつも見ている当たり前の景色を「旅人の目

線」でみることである。そこには、新たな発見があるはずだ。そして、

個々の意見を集約し、発信するベクトルの方向をできるだけ揃える必要

がある。これが文化力発信のパワーとなる。そのためには、他の地域と

の連携を実現させなくてはならない。例えば、高岡市には山町筋、金屋

町という重要伝統的建造物群保存地区が２地区もある。この２地区では

それぞれのイベントを個別に実施しているが、この２地区が協同するだ

けでも大きな動きが作れるのではないかと思うのである。さらに、全国

への文化発信基地を整備する必要があろう。現在分散している博物館や

美術館などの文化施設を統合・集約することが地域の総合力を高め、観

光客に対するサービス向上にも繋がるだろう。高岡市美術館は、今の地

に移転して 20 周年を迎える。これを機に、高岡発の展覧会を企画し、

高岡の文化力を全国に発信することに少しでも貢献したいと考えてい

る。 
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佐々木 雅幸 アドバイザー 

（大阪市立大学大学院創造都市研究学科 教授） 

 

「文化創造都市高岡」の実現に向けて 

「創造都市」とは「市民の活発な創造活動によって、先端的な芸術や

豊かな生活文化を育み、革新的な産業を振興する『創造の場』に富んだ

都市であり、温暖化などグローバルな環境問題を地域社会の草の根から

持続的に解決する力に満ちた都市」である。 

20 世紀は工業経済の時代であったとすれば、21 世紀は創造経済の社

会が実現するだろう。すなわち、生産・消費・流通の各システムが大規

模集中型から、分散的ネットワーク型に転換し、市場に個性的文化的消

費を担う「文化創造型生活者」が多数登場してくると、都市の競争要因

も資本・土地・エネルギーから、知識と文化に代わり、創造的人的資本

である creative class がその担い手となり、都市の形も「産業都市か

ら創造都市 Creative City」に転換するのである。 

 20 世紀の工業経済 21 世紀の創造経済 

生産システム 大規模生産 

トップダウン 

フレキシブル生産 

ボトムアップ 

消費 非個性的大量消費 個性的文化的消費 

流通・メディア 大量流通 

マスメディア 

ネットワーク 

ソーシャルメディア 

経済の優位性 資産・土地・エネルギー クリエイティブ人材 

知識・知恵・文化 

都市の形 産業都市 創造都市 
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文化創造都市高岡はこの大きな歴史的変動の中で、新たな発展のチャ

ンスを迎えている。 

すなわち、創造経済の時代には、大量生産＝消費に代わって、職人的

工芸的生産を現代的に再生した文化的生産が普及してくる。この中で、

高岡が得意とする伝統工芸は、前衛的なデザインや革新的な技法と結び

ついて、ルネッサンスを迎えようとしている。 

ルネッサンス高岡に向けた留意点を以下に述べておこう。 

第 1に、都市高岡に固有の文化伝統や自然環境を現代的視点から読み

解き、再評価し、再編集して、独自のコンセプトを確立し、政策目標を

立てることが重要である。加賀前田藩がこの地に遺した豊饒な文化土壌

を、世界的視点から再評価、再編集する高度な研究センター機能（サロ

ンや都市会議などを含む）が求められる。 

第 2に、行政のみでなく、芸術家や NPO、経済界や広範な市民との対

話による文化創造を軸に創造都市づくりを進めることが重要である。こ

のために、民間から推進する「文化創造都市高岡市民会議」の創設が求

められる。 

第 3に、都市高岡に固有の歴史や伝統に着目するのみならず、現代ア

ートや前衛デザインの持つ創造性を重視して、時には、伝統と先端との

「衝突」を起こして、絶えず文化を革新していくことが重要である。各

種の文化イベントを連携し、ハブとなる継続的なビエンナーレ、トリエ

ンナーレの開催が求められる。 

第 4に、文化計画を産業振興や環境保全、都市計画と融合させて進め

ることが重要であり、各地域に多様な「創造の場」をつくり、ネットワ

ーク化することが重要になる。 

そのためのハブ機能を持つ、市民に開かれた新たな文化創造センター

の開設が求められる。 

 


