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■金沢西部副都心整備計画

特集特集
新県庁舎周辺のまちづくり

～金沢西部副都心の形成を目指して～
　いよいよ移転となった新県庁。日々変化していく周辺の街並みの様子にも、いま多くの注目

が寄せられていますが、その街づくりは、行政だけでなく、地域住民や関係機関など、多くの

人々の熱意と連携によって進められているものです。今回はその概要についてご紹介します。

新県庁舎周辺のまちづくり

～金沢西部副都心の形成を目指して～
　いよいよ移転となった新県庁。日々変化していく周辺の街並みの様子にも、いま多くの注目

が寄せられていますが、その街づくりは、行政だけでなく、地域住民や関係機関など、多くの

人々の熱意と連携によって進められているものです。今回はその概要についてご紹介します。

　新県庁周辺

の道路や公園

などの都市基

盤は、県が施

行する金沢西

部地区、金沢

西部第二地区、

組合が施行す

る鞍月地区の

3つの土地区

画整理事業に

よって整備さ

れています。

　ただし、当地区へ県庁を移転する計画は金沢西部地

区（H62年度～）、鞍月地区（H2年度～）の両区画整

理が事業化された時点ではまだ無く、平成5年度にな

って事業途中で決定したものです。

　これ以降、金沢都市圏において当地域が担うべき位

置付けは大きく変化し、平成9年度には、国道8号から

金沢港までの約300haを対象として、「金沢西部副都

心整備計画」が策定され、当地域を副都心として位置

づけるとともに、その整備に向けての具体的指針が示

されました。

　○副都心としての位置的優位性

　この地域が副都心として選定されたのは、以下の点

で副都心としての高い可能性を備えているからです。

　①基盤整備され

た広い都市空間

　②北陸自動車道

や外環状道路、能登

有料道路、金沢駅、

金沢港に近く、広域

アクセス性に優れる。

　③地場産業振興

センターや工業試

験場、県立中央病

院など、公共公益

施設が充実。
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新県庁舎周辺のまちづくり
～金沢西部副都心の形成を目指して～

特集特集

＜土地利用構想＞

　①都心軸ゾーン

　②都心軸支援ゾーン

　③都市型居住ゾーン

＜拠点整備ゾーン＞

　①業務モデルゾーン

　②県庁の森ゾーン

　③にぎわい交流拠点ゾーン

　④ハートフルタウン拠点ゾーン

　⑤港湾・親水空間ゾーン

都心軸ゾーン

●50m道路沿道に広域性の高い商業・

　業務機能を立地します

●街区は一体利用を原則とし、小規模開発

　を排除し、大規模施設を誘致します

●副都心全体の顔となることから、特に景観

　に十分に配慮し、賑わいを創出します。

都心軸支援ゾーン

●都心軸の裏街区や50m道路以外の幹

　線道路沿道に、都心軸ゾーンに準ずる

　中規模の商業・業務施設を立地します。

●一部の地区には、県庁関連施設、

　業務街のオアシス機能（飲食等）

　を誘致します

都市型居住ゾーン

●職住の近接した都市型の居住地区

　を形成します

●多様なニーズに対応し、戸建て・

　集合、分譲・賃貸などあらゆるタ

　イプの住宅の供給を推進します

　○副都心整備の必要性

　では、なぜ副都心が必要なのでしょう。

　金沢は幸いにも

戦災を免れた数少

ない都市のひとつ

です。香林坊を中

心とする現在の都

心部は古い歴史を

持つ城下町ですが、

それ故に空間的な

限界もあります。

これからの時代に求められる広域的な業務商業機能は、

新たな副都心を整備することによって確保していく必

要があるのです。

　○副都心整備計画の概要

　金沢西部副都心整備計画では、土地利用の観点から

副都心全体を3のゾーンに区分するとともに、拠点的整

備を進める5つのゾーンを設定しています。

■副都心形成に向けた官・民連携による取り組み

　副都心形成の実現に向けては、行政と関係機関、地

元住民の連携・協力により、様々な取り組みがなされ

ています。

　○金沢西部副都心街づくり協議会

　平成10年度には、金沢西部副都心整備計画の実現に

向けた諸活動を行う推進母体として、地権者、行政及

び関係機関からなる「金沢西部副都心街づくり協議会」

が組織されました。

　協議会の活動内容としては、

　　①街並み誘導支援

　　②施設の誘致活動

　　③地権者の勉強会等の支援

等を行っています。

　＜金沢西部街づくり基本協定＞

拠点整備ゾーン位置図

■港湾・親水空間ゾーン
港湾エリアの再構築を目指し、

賑わいのある親水空間を整備

■ハートフルタウン拠点ゾーン
中央病院を核として、高齢化社会に対応

した福祉関連施設を集積

■業務モデルゾーン
50ｍ沿道に多数の商業施設の

立地が予想される中で、業務ビ

ルの積極的な誘致を推進

■県庁の森ゾーン
副都心の核となるべく

「森の中の県庁」を目

指した新県庁舎を整備

■にぎわい交流拠点ゾーン
副都心形成の先導的開発として、

にぎわいの創出のための商業・交流・

交通等の機能を持つ開発を推進

都心軸ゾーン

都心軸支援ゾーン

都市型居住ゾーン

拠点整備ゾーン

　用途地域や地区計画など行政が行う規制誘導に加えて、

街づくり協議会では副都心に相応しいより良い街づく

りを目指すため、地権者相互の自主的ルールとして「金

沢西部副都心街づくり基本協定」を定めています。

　街づくり基本協定では、建物の用途・形状・色彩を

始 め 、 緑

化・駐車場、

公 告 物 の

あ り 方 に

つ い て の

指 針 を 定

めています。
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　こうした住民主体のNPO的な組織を活用したまちづく

りコントロールは国内でも珍しく、地域の方々の熱意

の高さを示すものといえるでしょう。

　○緑あふれる都市空間「緑のプロムナード計画」

　新県庁舎は、敷地内に「県民の杜」を設け、「森の

中の県庁」を目指していますが、街づくりにおいても、

緑は大きな要素です。

　そこで、平

成13年度には、

副都心に相応

しい緑のあり

方を検討する

ため、地域、

有識者、行政

で委員会が組

織され、「緑

のプロムナード計画」が策定されました。

　都心軸である50m道路のケヤキ並木を始め、幹線道

路の街路樹や公園の植栽計画が示され、これに基づく

整備が行われています。

　○住民総意による新町名設定「鞍月」

　区画整理による街区の再編に併せ、県庁舎周辺に新

たな町名を設定したいという要望が、西部、鞍月の両

地区地権者から持ち上がりました。

　これを受け地域、有識者、行政での委員会が組織され、

様々な観点からの検討が行われ、この地域に鎌倉時代

よりあった荘園の名前「鞍月荘」に由来する「鞍月（く

らつき）」という名前が選定されたのです。

　○近隣公園の名称公募

　新県庁舎に隣接した一角では、副都心の人々の憩い

の場として、広さ約1.7haの近隣公園の整備が進められ

ています。

　県では、この近隣公園が多くの人々により親しまれ

るものになることを目指し、その名称の公募を行いま

した。県全域から1千通を超える作品が寄せられ、現在、

委員会でその選定を行っているところですが、その応

募数と内容は副都心に向けられた県民の注目と期待の

高さを示すものと言えるでしょう。

　○副都心のシンボル「ムーンゲート」

　鞍月土地区画整理組合では、区画整理事業の完工記

念として「ムーンゲート」を設置しました。

　鞍月の地名から月をモチーフにしたこのモニュメン

トは、地域住民が街づくりにかけた熱意を示す副都心

のシンボルとなるものです。

■今後の課題

　○「業務モデルゾーンの形成」

　金沢西部副都心が抱える今後の課題としては、業務

モデルゾーンへの施設立地があげられます。

　賑わいのある安定した副都心形成に向けては、やは

り民間活力が担うべき面も多いと言えますが、昨今の

経済情勢から難しい点もあり、まだ未利用の街区が目

立つ状況にあります。

　県では、この副都心の優位性を活かす民間企業立地

に向けて、住民、関係機関の協力のもと、様々な取り

組みを検討しているところです。

　＜金沢西部副都心土地高度化利用相談室＞

　今年10月末、金沢西部地区、鞍月地区の両区画整理

事業の換地処分に合わせて、「金沢西部副都心土地高

度化利用相談室」が設置されました。

　この相談室では業務モデルゾーン形成に向けて、次

の活動を行います。

　　①地権者の相談及び取りまとめ

　　②立地企業と地権者間のコーディネート

　　③企業立地への公的支援策の調査、検討

■さいごに～さらなる発展に向けて～

　新県庁舎周辺の街づくりは、いま、区画整理事業としては

概ねの工事を完了し、その姿が整いつつありますが、副都心

としては、まだ産声を上げたばかりの段階です。

　この地域に生き生きと人々が行き交い、賑わいや情報、文

化が集まり、業務、本当の意味で副都心として機能する姿を、

行政だけでなく、県民の一人一人がしっかりと思い描き、そ

れに向けて粘り強く連携・努力して行くことが、その実現に

向けた最大の鍵であると言えるのではないでしょうか。
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ついに完成！小松駅付近連続立体交差事業１１月１８日 高架切替

■【連続立体交差事業の目的】

　小松駅周辺は小松市の中心市街地として重要

な地区ですが、ＪＲ北陸本線により東西に分断

されており、東西間の円滑な交通が妨げられて

いることから、踏切部において交通渋滞が発生し、

都市内の円滑な交通確保に支障をきたしている

とともに、沿線市街地の効率的な土地利用と均

衡ある発展も妨げられていました。

　このため、市街地を分断しているＪＲ北陸本

線を高架化し、道路と連続的に立体交差させる

ことにより、都市内の円滑な交通確保と小松駅

周辺市街地の均衡ある発展を促し、南加賀地域

における拠点都市にふさわしい都市づくりを目

指しています。

　今後は、ＪＲ北陸本線によって分断されていた東

西の市街地が一体化を図り、より一層の発展が見込

まれるとともに、小松駅周辺地域は東口・西口駅前

広場を始めとした基盤整備が進むことから、小松市

や南加賀地域の「顔」として生まれ変わることが期

待されています。

小
松
駅
周
辺

小
松
駅
周
辺

≪整備が完了した高架区間≫

仮線工事開始
（平成9年10月）

仮線へ切替
（平成10年12月）

高架本体工事開始
（平成11年4月）

高架線へ切替
（平成14年11月）

仮線・踏切撤去
側道工事等

事業完了
（平成15年度）

≪小松駅周辺完成予想パース≫

【工事実施の方法】

小松駅周辺文化施設

JR小松駅新駅舎

東口駅前広場

西口駅前広場
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渋滞解消の決め手！ 大野川を渡る内灘湊大橋が１１月２４日に供用開始

■【事業の目的】

　内灘町と金沢市は大野川により分断されており、大

野川を渡る主な橋梁は、清湖大橋及び粟崎橋の２本し

かありませんでした。そのため、この地域の周辺では、

朝夕の渋滞が著しく、交通上の大きなネックとなって

いました。

　「内灘湊大橋」は、内灘町及び能登方面へのアクセ

スとなる能登有料道路と金沢駅及び県庁移転などで発

展が著しい駅西地区とを直結する都市計画道路諸江向

粟崎線のうち、大野川を渡る延長２４４ｍの橋梁で４

車線を有しています。

　平成４年度に事業着手し、県庁移転に先立ち、下流

側の２車線を暫定供用しました。

■【親柱について】

　内灘湊大橋の親柱は、かってこの辺りの交通の中心

だった船の舳先をモチーフとしています。金沢市と内

灘町の二つの地域をつなぐシンボルとして、市町の花

である「ウメ」と「ハナマス」をデザインに織り込み

ました。

　今回の下流側２車線の供用開始に引き続いて、平

成１５年度から上流側２車線の上部工に着手し、平

成１７年度の完成を目指して事業を進めます。金沢

市街地と内灘町を結ぶ内灘湊大橋の供用開始により、

今後は周辺地域の渋滞緩和やより一層の発展が期待

されます。

内
灘
湊
大
橋

内
灘
湊
大
橋

完成した内灘湊大橋　（金沢方面の下流側より）

（内灘方面の下流側より）

≪架橋位置図≫

≪親柱のデザイン≫
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　石川県景観条例（平成５年石川県条例第１０号）第

６条第１項の規定による景観形成重要地域は、「県及

び関係市町村が景観形成上重要であるという共通認識

を持ち、県民に対して宣言する地域」として捉え、こ

れまでに県では、「能登有料道路沿線景観形成重要地

域」「加賀産業開発道路及び国道８号小松バイパス沿

線景観形成重要地域」の２地域を平成１０年３月に指

定してきております。

　来年７月の能登空港開港に先駆け、能登空港周辺地

域について、県土を代表する地域として良好な景観を

保全しつつ優れた景観形成を図るため、景観形成重要

地域として指定を行いました。

　景観の事象の共通性により地域を「空港周辺地域（珠

洲道路等のアクセス道路の沿線両側２㎞以内）」「空

港隣接地域（滑走路から３㎞以内）」「空港地域（空

港敷地）」の３つに区分し、良好な景観が誘導できる

よう建築行為等の景観形成基準を定め、大規模建築物

等（高さ13m超、建築面積1,000㎡超）については、事

前届出制度を通じ指導、助言を行い、それ以外のもの

についても建築確認申請等の届出の際に、良好な景観

を誘導できるよう指導、助言を行います。

　また、この地域に新たに屋外広告物について別途、

エコデザインを取り入れるなど周辺景観に配慮される

よう基準を設け、良好な景観が誘導できるよう指導、

助言を行うこととしております。

能登空港開港に先駆け良好な景観の保全・創造

―景観形成重要地域・屋外広告物禁止地域の指定―
―能登空港景観形成重要地域の指定―

―屋外広告物の禁止地域及び
　　　　　　　　許可地域の追加指定―

能登空港周辺景観形成重要地域

Ⅰ 空港周辺地域

⑥ 県道
 　七尾輪島線

⑦ 県道漆原下出線 

⑧ 珠洲道路

珠洲道路 許可地域

③ 中能登農道橋、農道半浦２号線

① 一般国道470号（能越自動車道）

② 一般国道249号（田鶴浜バイパス）

Ⅱ 空港隣接地域

Ⅲ 空港地域

④ 一般国道249号（荒屋バイパス）

⑤ 県道志賀富来線 

　　　凡　　　例

　　　今回指定禁止区間

　　　今回指定禁止区域

　　　既指定禁止区間・区域

　　　今回指定許可地域

　空港開港を目前に控え、能登地区において無秩序な

広告物の設置等を抑制し、良好な能登の自然景観を保

全するため、重要地域の指定とともに、屋外広告物禁

止地域の追加指定を行いました。

　また、現在、柳田村の行政区域は人口の要件から広

告物の掲示には許可を要しない地域でありますが、景

観形成基準等と連携するため、景観形成重要地域の柳

田村の区域についても、許可地域に指定しました。

　屋外広告物を適切に規制誘導し、優れた自然景観の

保全及び魅力ある都市空間の創出

に資するように努めて行くことと

しております。



7

　輪島市では、中心市街地で商店街を中心とした景観

改善による再整備がすすめられていますが、北前船と

共に栄えてきた輪島塗に携わる職人の家々が立ち並ぶ

地域や、造り酒屋も多くあり、既成地域での街並み保

全も求められています。新たなものを造るのではなく、

以前よりあるそのままの姿を保全し残し、輪島塗に代

表される伝統産業の職人の技が「見える」建築物の整

備をすすめることにより、「輪島らしさ」が街中にあ

ふれる景観の整備を推進します。

　そして、景観の整備が停留しないように景観保全推

進のための条例の制定を行ないました。

　

条例では、

　■　伝統的環境を保全育成する保全区域の指定を行

　　ないます。

　■　指定区域ごとに景観形成基準を定めます。

　■　まちなみ景観の形成のため保存する必要がある

　　建築物を指定します。

　これらの指定等については、学識経験者、市民の代

表者、行政関係者等で組織された「まちなみ景観保全

審議会」で審議して市長に答申されたものについて、

市長が市民に縦覧した後に告示されます。

　

　区域の指定が行なわれると、建築物の新築、改築、

増築、移転、除却、大規模な修繕、模様替や色彩の変

更をしようとするときは、景観形成基準に適合するか

あらかじめ届出をすることとなります。

　これらの届出により、必要があるときは助言、指導、

また、従わないときは勧告を行い、勧告を受けた場合

は、講じた措置について報告をするものとしています。

　又、市が勧告をする場合は、審議会に意見を聴くこ

とがあるものとしています。

　■　まちなみ景観の形成を図るため締結された住民

　　協定を、市長が認定します。

　協定は、壁面のセットバック、屋根の形態、外壁の

仕上げ、色彩、格子、板塀や生垣の設置などについて

定められます。

　■　市は、市民の自主的な「まちなみ景観保全」の

　　ために、技術的な援助や財政的な援助などを行な

　　います。

　■　まちなみ景観形成に著しく貢献した市民などを

　　表彰します。

　今、輪島市鳳至上町地区では、まちなみ景観保全条

例適用第一号で地区指定がされ、これをベースに街な

み環境整備事業による地区整備に平成１４年度より着

手しています。又、地区民による「鳳至上町街づくり

推進協議会」が発足され、積極的な活動を実らせ、鳳

至上町通りでの延長３４５ｍ、６５戸の住民による沿

道地区街づくり協定の締結や、地区全体での防災訓練、

夕市を考えるミニシンポジュームの開催などを企画す

るなどの活動を展開しています。

個性ある美しい景観形成をめざして

―輪島市まちなみ景観保全条例―

鳳至上町の風景

　この条例は、輪島の伝統的環境の保全育成

を図ることにより、個性ある美しいまちなみ

景観を形成して後代の市民に継承することを

目的としています。

　輪島市まちなみ景観保全条例及び施行規則は、

平成１４年４月１日に施行されました。

　輪島市ホームページの輪島市例規集でみることが

できます。　

http://www.wajima-city.or.jp/
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編／集／後／記編／集／後／記
　今回の特集は「新県庁舎周辺のまちづくり～金沢西部副都心の形成

を目指して～」をテーマに取り上げました。副都心として高い可能性

をもった当地域の今後の街づくり形成が、大いに期待されています。

　お知らせ：当センターも新県庁舎移転に伴い、引越しをしました。

新しい県庁舎の16階にあります。

◆第37回組合区画整理研究会全国大会の開催

　全国の土地区画整理組合の関係者が、一同に会し、

直面する問題を解決するための討議を行う「第37回

組合区画整理研究会」（主催：社団法人全国土地区

画整理組合連合会）が、平成14年10月8日～9日の2日

間にわたり加賀市文化会館で開催されました。約１

千名の全国の関係者が参加し、熱心な討議を重ねま

したので、その一部をご紹介致します。

○特別講演

「田園都市整備と組合土地区画整理事業」

　国土交通省市街地整備課長　小前　繁　様

　人口減少時代に入り、今後のマーケットというも

のが大きくない中で、いかに先を読んでエンドユー

ザーのニーズを的確につかんだ宅地供給をするかが

非常に重要であり、組合経営についても、次のよう

なポイントをお話し頂きました。

①特定の地権者のわがままをきかない：最終的には

　みんなが負担することになる。

②時間軸を考える：保留地を早く処分するなど時間

　軸で見た機動的な経営をすることが大事である。

③低コストで特色を生かした開発：自然を生かし、

　造成コストを基本的にかけない多様な開発形態も

　これからは模索する必要がある。

④事業計画見直し：保留地処分価格の下落から、早

　期に事業計画を見直す必要がある。対策は後にな

　るほど限られてくる。

⑤経営を透明にする：組合の経営実態を透明にし、

　組合員が協力し努力をする。

⑥官民挙げた抜本的解決：対症療法ではなく、組合

　の自助努力とともに、公共団体へ早めに相談をし

　て資金投入を獲得する。

○提出議題の研究

　全国の区画整理関係者から9件の議題提出を受けて、

国土交通省市街地整備課の内田課長補佐、横田課長

補佐より助言を頂きました。いずれの議題も経済情

勢を反映した厳しい組合経営に関係するものでした。

　円滑な組合経営のための助成の拡充を求める提案

に対しては、まず、売却計画をしっかり持って売れ

る保留地を工夫することや、整備水準の引き下げに

よって事業費の圧縮を図る自助努力が必要であること、

公的資金の導入として、区画道路も対象となる国庫

補助制度が創設され、また今年６月から国の無利子

貸付金の対象事業も拡大しているので、早めに市町

と相談して工夫をしていただきたいとの助言があり

ました。

　また、保留地取得者への優遇措置として固定資産

税等の減免に関する可能性では、国の見解としては

簡単に減免することができないとのことでした。

　国の財政も厳しい中、各組合の早期の事業計画見

直しと市町との連携がポイントであり、また国とし

ても新たな助成制度の検討のため、積極的な情報交

換を行っていきたいとのことでした。

　なお、来年の第38回研究会は、埼玉県さいたま市

で開催されます。

古紙配合率100％再生紙を使用
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