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金沢西部地区土地区画整理事業完工！金沢西部地区土地区画整理事業完工！
特集特

　去る５月３１日、石川県地場産業振興センタ－にて

金沢西部地区土地区画整理事業の完工式がとり行われ

ました。当事業は、国道８号と都市計画道路 金沢駅・

港線（５０ｍ道路）が交差するなど、広域交通の要衝

に位置するとともに、県立中央病院や県工業試験場、

金沢西高等学校などの県有施設が集積された地域で、

各施設の拡張計画もあったことから、石川県初の県施

行による区画整理事業として事業化されたものです。

　昭和６２年から事業着手した当事業は、施行面積が

１００．８ｈａであり、宅地開発の区画整理としては

過去最大規模となります。地区内の公共施設整備とし

ては、国道８号から金沢港へ抜ける都市計画道路　金沢

駅・港線をはじめ、新県庁周辺の電線類地中化や公園、

用排水路などの整備が行われました。

　平成１５年１月には新県庁が開庁し、日々賑わいを

増している当地区ですが、副都心にふさわしい官民一

体となった街づくりに県民の期待と関心が寄せられて

います。
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金沢西部地区土地区画整理事業金沢西部地区土地区画整理事業
特集特集

〈金沢西部地区土地区画整理事業の概要〉

・事業名  ：金沢都市計画事業　

　　　　　　金沢西部地区土地区画整理事業

・施行者  ：石川県

・施行面積：１００．８ｈａ

・施行期間：Ｓ６２～Ｈ１６年度

・総事業費：２１，３９６百万円

・地権者数：３１６名

◆金沢西部副都心整備計画

　平成６年、県庁を西部地区内に移転することが決定し、

これを契機に西部地区の位置づけは大きく変化するこ

とになりました。平成９年度には当地区一帯３００ｈ

ａを副都心と位置づけるとともに、その整備指針とな

る「金沢西部副都心整備計画」が策定され、以来、隣

接する鞍月区画整理組合と連携し、副都心に相応しい

街づくりに向けた様々な取組が官民一体となって行わ

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、副都心形成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。

街づくり協議会では副都心に相応しい街づくりを目指し、

地権者相互の自主的ルールとして「街づくり基本協定」

を定め運営しています。

◆緑のプロムナード計画

　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。都心軸である金沢駅港線

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ました。

金沢駅港線のケヤキ並木と県庁

金沢西部副都心整備計画エリア
金沢西部副都心位置図
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完工！完工！

◆住民総意による新町名の設定

　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、町名検討委員会で検討さ

れた結果、新たに「鞍月（くらつき）」、「西都（せ

いと）」が加わりました。

◆鞍月セントラルパーク

　西部地区で整備した近隣公園が副都心の憩いの場と

して広く永く県民に愛されるものになることを期待し

て名称公募を行いました。県内から千通を超える応募

があり、副都心へ寄せる県民の期待の高さが窺えました。

◆完工記念モニュメント

　　「一つになる街」

　金沢西部地区土地区画整理

事業の完工記念モニュメント

として、鞍月セントラルパー

クに設置されました。組み合

わせると一つの家の形になる

立体パズルをモチーフとして

おり、副都心が多くの人々の

夢と力があわさって形成され

ていくことを表現しています。

鞍月セントラルパーク（H15年5月現在）（北國新聞社提供）

記念碑除幕の模様

新町名
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金沢西部副都心街づくりフェスタ
金
沢
市
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■産声を上げた金沢西部副都心

　今年1月初めに開庁した新県庁の周辺は“金沢西

部副都心”と位置付けられ、道路や公園などの都市

基盤は、県が施行する西部地区、組合が施行する鞍

月地区等の土地区画整理事業によって整備されまし

た。これまでに殆どの工事が完了し、5月31日には

金沢西部地区の完工式が行われました。これにより

金沢西部副都心はその器が整い、産声を上げたと言

えます。

■街づくりの主役、地元主催の「街づくりフェスタ」

　器が整った副都心を賑わいと活力で満たす最大の

原動力は、何といっても地元の方々の街づくりへの

熱意です。「金沢西部副都心街づくりフェスタ」は、

副都心の賑わいに更に弾みが付くことを願う地元住

民・立地企業・商店が主体となって企画運営された

まちづくりイベントです。出来るだけ多くの人々に

副都心を訪れてもらおうと、地域伝統芸能やプロア

ーティスト演奏等のステージイベントをはじめ、屋

台村、フリーマーケットなど盛りだくさんの催しが

企画されました。

■１万人を超える大盛況！ 台風も来場！？

　当初、街づくりフェスタは西部地区完工式当日の

5月31日から二日間開催される予定でしたが、38年

ぶりの5月上陸となった台風4号の影響で一日目はや

むなく中止となりました。一日目のプログラムを楽

しみにしていた方には残念でしたが、明けて6月1日

には1万人を超える来場があり、大いに盛り上がり

ました。

■副都心形成の礎、地域相互の連携も強化！

　街づくりフェスタの開催の成果としては、多くの

人々に副都心を周知出来たことはもとより、副都心

形成の礎となる地域相互の連携が更に強固なものに

なったことがあげられます。今後の副都心の賑わい

創出に向けた地元の取り組みにますます期待が膨ら

みます。約700人が出演したYOSAKOIソーラン

ステージイベントも多彩（写真は　太鼓）

賑わう鞍月セントラルパーク

6月1日（日）、新県庁隣の鞍月セントラルパークで「金沢西部副都心街づくりフェスタ」が開催されました。
西部副都心の賑わいに更に弾みを付けようと地元地域が主体となって企画運営されたこのイベントの概
要をご紹介します。

フリーマーケット（右）やスポーツデモンストレーション（左）も人気

火火
火
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七尾港の再開発
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市
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1.賑わいと魅力のある港湾空間の形成

　重要港湾七尾港は、能登島を天然の防波堤として、

古くから栄えた「みなと」であり、能登地域の物資

流通の拠点であります。七尾港の中心である矢田新

～府中地区においては、遊休化している離島フェリ

ーふ頭周辺地域や老朽化した港湾施設の配置を見直

し、市民が港に親しめるウォーターフロント空間と

して再開発し利用する等、七尾港しいては七尾市の

活性化につなげる各種の地元要請が高まっておりま

した。

　県では七尾港整備の方向として、市街地に不足し

ている公園・緑地を確保するとともに、臨港部に良

好な環境を形成し、さらにシンボル的な整備を進め

ることにより、都市アメニティの向上や、市民生活

の質的向上等を目指す七尾港ポートルネッサンス21

調査（七尾港活性化調査）を昭和62年から63年にか

け行いました。

　その後、平成2年に行政・民間が連携した第3セク

ター方式による株式会社香島津が設立され、平成3

年に七尾フィッシャーマンズワーフ「能登食祭市場」

が民活法特定施設整備事業の対象施設として国及び

県の支援を受けオープンしています。

2.七尾マリンパークの概要

　七尾マリンパークは、平成3年に府中地区におい

て港湾環境整備事業により着手され、府中緑地検討

委員会を重ね住民参加による施設配置の計画をし、

親水性をもった賑わい交流拠点と大規模災害時にお

ける避難場所として平成14年3月に完成しています。

　七尾マリンパークの施設の特徴として、七尾フィ

ッシャーマンズワーフと一体となったエントランス

や各種イベントに対応できる広場を配置しています。

外周のボードウォークは、停船灯をかたどった照明

や転落防止柵により、船のデッキで潮風を感じてい

るような気分で散歩を楽しむことができます。

　また災害時に煮炊きのできるベンチの設置、芝生

広場の配置、船着場など地域の防災避難場所として

の機能があります。

3.おわりに

　七尾フィッシャーマンズワーフ「能登食祭市場」

は毎年90万人もの人が訪れており、また七尾マリン

パークのイベント広場では、平成15年5月4日・5日

の能登国際テント村2003に約9万人訪れているなど、

七尾港の賑わい空間の核として活況を呈しており、

七尾港のシンボルとして、七尾市の活性化に大きな

役割を果たしております。海の祭典

七尾フィッシャーマンズワーフ

七尾マリンパーク

七尾マリンパーク位置図
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　前回（NO.16号）のまちづくりVIEWでもご紹介したとおり、石川県では「個性、交流、

安心を目指した参加型の都市づくり」を理念とした、『都市計画に関する基本的な方針（石

川県都市計画マスタープラン）』を定めました。今回はその中から都市づくりを進めるた

めの10のテーマをご紹介します。

『石川県の都市計画に関する基本的な方針』について

2.まちなかの再生
・まちなかのにぎわいをとりもどすため、

　商業機能や歴史・文化的資産を活かした

　魅力ある都市づくりを進めます。

・防犯・防災やバリアフリーに配慮し、安

　全・安心の生活環境を再構築することに

　より、まちなか定住を促進します。

3.快適な居住環境の充実
・高齢化社会に対応できるよう既成市街地 

　や郊外市街地において、住民が安全に安

　心して暮らせる快適な居住環境の充実を

　図ります。

・区画整理等により、適正な規模の新市街

　地を計画的に整備します。

6.広域都市間ネットワークの形成
・地域間交流を支援する交通基盤の形成を図

　るため、「県土ダブルラダー構想(*)」を推

　進します。

　（*　南北幹線を軸とした、はしご状の道路網構想）

8.個性ある景観の保全・創出
・歴史的街並みや、水・緑を活かした個性と

　うるおいのある景観の保全を推進します。

・幹線道路沿道や新市街地等について、まち

　の個性を活かした美しい街並み景観を創出

　します。

1.コンパクトシティ化
・中心市街地への都市機能の集積を図り、郊外への

　無秩序な開発を抑えることにより、コンパクトで

　効率的な都市づくりを進めます。

・市街地周辺部における緑化や優良農地の保全により、

　地球環境への負荷の小さい都市づくりを進めます。

4.災害に強い都市づくり
・避難地・避難路の確保や市街地の不燃化により、

　災害に強いまちづくりを推進します。

・治山・土砂災害防止

　対策、河川の治水対

　策、海岸保全対策を

　推進します。

5.活力ある産業拠点の創造
・都市の産業を支える、空港や港湾、

　駅前、温泉地、工業団地など活力あ

　る産業拠点の都市づくりを推進します。

7.都市内公共交通機関等の活用・充実
・公共交通、自転車・歩行者の活用しやすい交通  

　環境を整備することにより、自動車からの利用

　転換を進めます。

・交通需要マネジメント施策（公共交通の利用　

　促進、パーク・アンド・ライド、時差出勤など）

　により、都市交通の円滑化を推進します。

10.参加と協働の都市づくり
・行政と住民が一体となって協働でき

　るシステムをつくることにより、住

　民参加型の都市づくりを進めます。

9.自然環境との共生・保全
・白山麓や加賀・能登の海岸線に代表される豊か

　な自然環境を保全・育成し、自然と共生した都

　市づくりを進めます。

・都市内に公園・広場

　の設置や緑化を進め、

　地球や人に優しい都

　市環境づくりを進め

　ます。

ま   ち

ま   ち

今後、都市計画区域毎のマスタープランに関して、パブリックコメントを募集しますので、

ご協力をお願いします。
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■重要性を増す道路情報

 少子・高齢化が進み投資余力の減少が叫ばれている

なか、既存の道路を安全に保ち、最大限に有効活用す

る必要があります。

豪雨･豪雪等の異常気象発生時には、迅速に道路状況

を把握し、通行規制や除雪等を実施する必要があるこ

とから、県ではこれまで道路画像カメラ41基、積雪･

気温計54基、道路情報板18基など道路状況を把握する

道路センサーの整備を進めているところです。

■道路管理の高度化

 今回のシステム整備により、このような道路センサ

ーの情報に加え、道路の通行規制、トンネル防災情報

や国道８号などの国土交通省所管の道路状況を電子地

図に表示することにより、各土木事務所や県庁で最新

の道路情報を把握することが可能となりました。

■道路利用者への情報提供

　　　　　　　～石川みち情報ネット～

 また、道路利用者の方々の利便を図る観点から、収

集した情報のうち、道路の通行規制状況や道路画像（11

月～3月の冬期間）をインターネットで県民をはじめ

とする道路利用者に「石川みち情報ネット」の名称で

外部配信しています。

■おわりに

 今後とも、利用者の方々からのご意見を踏まえなが

ら、降雨時の事前通行規制区間の表示や道の駅への情

報端末の整備などの機能充実を検討して行きたいと考

えておりますので、宜しくお願い致します。

道路情報管理システムの運用開始
本年１月の新県庁舎への移転に併せて、石川県道路情報管理システムの運用を開始しています。

道路情報管理の高度化と道路利用者への情報提供を行うこのシステムの概要をご紹介します。

全体システムのイメージ

外部配信の状況

外部配信の状況

アドレス　ＰＣ版 http://douro.pref.ishikawa.jp

　　　　　携帯版 http://douro-k.pref.ishikawa.jp

http://douro.pref.ishikawa.jp
http://douro-k.pref.ishikawa.jp
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編／集／後／記編／集／後／記
　今回の特集は、「金沢西部地区土地区画整理事業完工！」を取り上

げてみました。当日は観測史上３８年ぶりの５月での台風のため、完

工式は地場産業センター内となりましたが、完工記念モニュメントの

除幕式には運良く晴れとなり、無事屋外にて行うことができました。

準備対応等で関係者のみなさんは大変だったと思いますが、終わって

みればこれも一つの記念の思い出となったのではないでしょうか。

古紙配合率100％再生紙を使用

　県内各地の学校で、子どもたちが、まちやまちづくりについて学び、考える「まちづくり学習」が行

われるようになりました。当センターでは、各種相談や資料提供など、学校などで行われるまちづくり

学習活動を、様々な方法で支援しています。

金沢大学教育学部付属小学校 加賀市立三谷小学校

　金沢大学教育学部附属小学校では、４年生の総合

的な学習の時間の一環として、今年度、希望者を対

象にまちづくりに関する授業が行われています。

　当センターの職員が訪れた６月27日（金）の授業では、

前時間に子どもたちが訪れた金沢市の杜の里地区の

土地区画整理事業についておさらいし、まちの良い

ところや良くないところなど、子どもたちの目から

見た地区の様子についての発表が行われました。

　この日の発表では、街路樹や川の美しさなど自然

が大切にされていることや、まちのトレードマーク

である「とんぼ」のレリーフに子どもたちの興味が

集中していました。

　また、附属小学校の近くで行われている野田・大

桑地区の土地区画整理事業の概要についても学習し、

今後はこれらのまちの将来像などの提案を目指して

学習活動を行う予定です。

　加賀市立三谷小学校では、５年生と６年生が一緒

にふるさとについて学ぶ「三谷のここがすばらしい！」

という授業が行われています。

　６月27日（金）の公開授業では、加賀市三谷地区内

の自然や文化を調査してきた子どもたちが、クイズ

や紙芝居な

ど、いろんな

工夫をこらし

て、ふるさと

三谷のすばら

しいところを

発表していま

した。

　公開授業の後、「今ふるさと学習に期待されること」

と題して、パネルディスカッションが催されました。

講師のまちづくり関係者や、参加した先生、父兄の

方からは「子どもが自ら学ぼうとする力を育もう」、

「大人も率先してふるさとについて学ぼう」など活

発な意見が交わされました。杜の里地区のまちについて発表する児童

三谷の地蔵の名をクイズ形式で発表する児童

いろいろな立場からふるさと学習への思いが語られました
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