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１．はじめに 

2020 年東京オリンピックの開催決定や北陸新幹線

の金沢開業を背景に、都市の再開発や新たなインフラ

整備が求められています。一方で高度成長期以降に集

中的に整備された公営住宅を含むインフラが、一斉に

更新時期を迎えることによる老朽化の進行や財政圧迫

の問題は喫緊の課題となっています。

このような状況の中、老朽化が著しい県営住宅の建

て替え工事や改修工事に取り組んでいます。ここでは、

近年の建て替え事業の概要と住宅の特徴について、ま

た、今年度からの新たな試みとして、自主財源の確保

を目的に県営住宅敷地の余剰地売却について検討しま

した。あわせてご紹介いたします。

２．県営住宅建替事業の背景と目的 

 平成２７年３月時点、県営住宅は５５団地（３０９

棟）５，３２９戸を管理しており、県民生活の安定を

図るための住宅セーフティネットの役割を果たしてい

ます。建て替え事業は、老朽化が著しく浴室が設置さ

れていない、また、中層住宅であるにもかかわらず、

エレベータの設置が無い等、居住水準の低い住宅を対

象に優先的に実施し、適切な居住性能の住宅への転換

を図っています。 

平成２６年度には、前年度から実施していた額５５

号棟（ＲＣ造４階建て２６戸）の建設工事が完了しま

した。また、光ケ丘団地７５・７６号棟を解体し１棟

へ建て替える事業に着手しました。 

「光ケ丘県営住宅７５号棟建替事業」 

～ 土地の有効利用（余剰地売却）を伴う取り組み ～ 

額・光ケ丘県営住宅 団地位置図 額団地５５号棟 外観（Ｈ26.10 完成） －１－



３．光ケ丘７５号棟建替事業の概要 

（１）光ケ丘団地の位置および周辺の状況 

 県営光ケ丘団地は金沢市中心部より南西へ約７.５㎞

に位置し、西側に野々市市と隣接する地域です。周辺は

公社分譲の低層住宅と公営住宅（市営、県営）を中心と

した住宅地であり、鉄道施設では北陸鉄道石川線額住宅

駅を 寄駅としています。 寄道路は市道額新保・高尾

線となっており、約800mで県道22号線（山側環状道路）

に接続しています。また、金沢市DID区域内に位置し、

入居者の応募状況は高倍率（約２.６倍）で推移している

居住ニーズの高い団地です。 

 

（２）建替事業の基本方針 

 建て替え事業では、入居者の住み替えと解体・建設工

事の円滑な実施が必要になります。入居者の仮移転、住

棟の解体工事、建設、戻り入居の順に実施します。 

基本設計時には、周辺団地の申込み状況や入居者アン

ケートの結果を勘案し、建設する住宅の規模（型別供給

戸数等）を設定しています。 

 

【事業概要（光ケ丘県営住宅７５号棟）】 

・建設場所 金沢市光が丘1丁目地内 

・構  造 鉄筋コンクリート造４階建 

・敷地面積 全体敷地  2,592.59㎡ 

      建設敷地  2,076.56㎡ 

      余剰地    516.03㎡ 

・整備戸数 建替前 75、76号棟（2K 48戸） 

建替後 75号棟（1LDK 20戸（うち車いす 

住戸１戸）、2LDK 8戸） 

 

（３）住宅の特徴 

 県営住宅の基本仕様は「石川県県営住宅条例」および

「県営住宅整備基準」等を基本としています。特に、車

いす住戸等の設計においては、整備基準で高いバリアフ

リー性能（設計住宅性能評価：高齢者等級３）が求めら

れているため、バリアフリー工房と仕様・寸法等を協議

のうえ設計しています。また、民間賃貸住宅との比較や

コスト縮減工法等の検討、見直しを行っています。 

光ケ丘県営住宅７５号棟の主な整備方針は次に掲げ

るものとし、設計を進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

光ケ丘 75 号棟 敷地周辺図 

１LDK 住戸内プラン（車いす住戸） 

LDK 

便所 

浴室 和室 
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高齢化への対応 

・EVや手摺の設置、段差解消などのバリアフリー化 

・１LDK（高齢夫婦向け）の割合を７０％に設定 

・共用部分の必要照度の確保による防犯への配慮 

◇ライフサイクルコストの縮減 

・瓦屋根の採用による防水改修費用の軽減 

◇都市の低炭素化の推進 

・外断熱工法およびペアガラスの採用 

◇街並み景観への配慮 

・日本瓦による勾配屋根の採用 

◇住棟の長寿命化への配慮 

・コンクリートの品質、被り厚さの確保 

・外断熱工法による躯体の保護、劣化の防止 

 

４．余剰地売却の検討 

本計画では２棟４８戸を取り壊し、新たに１棟２８戸

に建て替えることから、建て替えに必要な敷地面積が減

少し、余剰地の発生が見込まれます。そこで、余剰地の

活用方法として①県営住宅へ付属施設（テナント）の併

設、②余剰地の売却を想定して検討を行いました。 

その結果、付属施設の併設は、必要性が低いことと建

設コストが増加し、維持管理費が発生することから採用

せず、売却用地として計画を進めることとしました。 

基本設計での簡易不動産鑑定により、売却用地は分譲

宅地を想定しました。建物の形状および建物・駐車場・

余剰地の配置パターンを複数案比較検討したところ、県

営住宅は全戸南向きとして配置し、建て替えに必要のな

い余剰地は北側公園に面する配置に決定しました。 

実施設計時には敷地測量委託により、建て替え敷地お

よび余剰地を測量･分筆登記することで面積を確定しま

した。今後は総務部管財課資産活用室との調整により、

一般競争入札による売り払い処分を行う予定です。 

 

５． 後に 

県営住宅の建設費等は縮小化の傾向にありますが、依

然として入居の需要は高く、公営住宅の果たす役割は大

きいものと考えられます。今後も県営住宅への多様化、

高度化するニーズに耳を傾け、建替事業に取り組んでい

くとともに、売払い処分も含めた県有財産の有効活用に

努めたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合わせ先】 

 石川県土木部建築住宅課 

     TEL :076-225-1777 

   E-mail:kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp 

光ケ丘団地７５号棟 完成予想図 

（H27.7 完成予定） 

配置計画の検討結果 

建設敷地

余剰地 
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■ 整備の背景 

 木場潟公園の西園地に、新たな休憩所を整備する

ことに至った背景は、以下のとおりです。 

・木場潟の西岸一帯からの白山眺望は県内随一と

いわれ、「いしかわ景観総合条例」で「白山眺望

の視点場」と位置づけられるなど、県内外から

訪れる人も多く、近年、名所として人気が高ま

ってること。 

・従来の西園地には、簡易な「あずまや」がある

のみで、小松市や地元関係団体等から、白山眺

望やウォーキング等の潟周遊利用の拠点として

充実が求められていたこと。 

・本公園を会場として「全国植樹祭」が開催され

ることが決まり、北陸新幹線金沢開業効果と相

まって、利用者の増加が期待されること。 

 
木場潟公園全体図 

 
西園地から望む白山の眺望 

 

■ 施設の概要 

 新たな施設は、眺望を楽しむことはもとより、展

示、集会･学習など多目的に活用できるよう、また、

利用者や関係者のニーズに柔軟に対応が可能なもの

として計画しました。 

 

 施設デザインは、眺望や自然環境との調和を考慮

し、また、植樹祭の主旨も踏まえ県産木材等をふん

だんに使用したものとしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ おわりに 

 建築工事は26年12月に完成し、現在は、園路や駐

車場の改修工事を行っています。新たな魅力施設の

オープンまで、今しばらくお待ちください。 

 
【問合わせ先】 

  石川県土木部公園緑地課 公園･緑化推進Ｇ

    TEL   :076-225-1772 

    E-mail:e251800a@pref.ishikawa.lg.jp

構造 木造(一部 RC 造)平屋建 鋼板葺き 

延床面積 261m2 展望休憩室 93 ㎡ 

 北･南ルーム 各 33 ㎡ 木の道 66 ㎡ 

 トイレ、スタッフ詰所等 

工事費  約 1.8 億円 （H25 年度 9 月補正予算）

 他に公園工事（外構・園路等） 

工事期間 平成 26 年 3 月～12 月 

   （公園工事は H27.4 月完成予定） 

－４－ 



 

◆はじめに 

黒島地区は、江戸中期から明治中期にかけて北前

船の拠点として栄えた地区であり、廻船問屋や船主

の邸宅であった建物が多く残っているので、伝統的

建造物群保存地区の指定に向けた取り組みを行って

いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

黒島地区  

◆能登半島地震 

平成 19 年 3 月に発生した能登半島地震では、日本

海に面している黒島地区は石垣や土蔵など歴史的建

造物を中心に被害を受け、その存続が危ぶまれまし

た。 

 しかし、平成 21 年 6 月に国の黒島地区伝統的建造

物に選定され、文化財の制度を活用することで建築

物もかなり復旧し落ち着きを取り戻しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

震災直後の黒島地区  

 

 

◆保存地区の活性化とまちづくり 

高齢者の多い黒島地区にとって観光客など外部の

方と交流を増やす事で地区の活性化が図られると考

えられるので、伝統的建造物の保存と並行して、防

災面や利便性向上に向けた事業を進めてきました。 

そのひとつとして、住民有志で立ち上げたまちづ

くり協議会と以前から交流があった金沢工業大学の

学生たちが連携して小公園の整備を行いました。 

その内容としては、北前船を模した広場をデザイ

ンして、地域住民と学生が協力してつくりあげまし

た。 

 小公園の完成により、公園から県指定文化財であ

る角海家への回遊ルートが設定でき、今後観光客が

歩く姿が増えることを期待しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北前船パーク①  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北前船パーク②  

 【問合わせ先】石川県輪島市建設部都市整備課 

      TEL   :0768-23-1156 

      E-mail:toshi@city.wajima.lg.jp 

－５－ 



 
■ 背景 

 今後のまちづくりは、人口の急激な減少と高齢化を背

景として、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健

康で快適な生活環境を実現すること、財政面及び経済面

において持続可能な都市経営を可能とすることが大きな

課題です。こうした中、医療・福祉施設、商業施設や住

居等がまとまって立地し、高齢者をはじめとする住民が

公共交通によりこれらの生活利便施設等にアクセスでき

るなど、福祉や交通なども含めて都市全体の構造を見直

し、「コンパクトシティ・プラス・ネットワーク」の考

えで進めていくことが重要と考えます。 

都市再生特別措置法は、こうした背景を踏まえ、行政

と住民や民間事業者が一体となって、コンパクトなまち

づくりに取り組むため改正され、平成２６年８月１日に

施行されました。 

 

■ 立地適正化計画 

概ね２０年後の都市のあるべき姿を想定し、市街化区

域もしくは都市計画区域内に「都市機能誘導区域」と「居

住誘導区域」を定め、「都市機能誘導区域」に誘導施設

（医療、社会福祉、子育て支援、商業等）を配置するこ

とにより、緩やかな集約を目指すための計画です。 

市町が策定主体であり、策定された計画は市町都市計

画マスタープランとしてみなされます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 制度の拡充 

新たなに民間が行う都市機能誘導施設の整備に国が

１／３から２／５の直接補助を行う事業の新設や、都市

機能誘導区域内の都市再生整備事業の補助率の嵩上げ、

公共交通施設の整備への補助率嵩上げなど、都市の拠点

における都市機能の向上と、各拠点を結ぶ公共交通の確

保が主な狙いとなっています。 

 

■ 石川県内の動向とこれから 

今回の法改正は、これまでの「拡大型都市づくり」か

ら「集約型都市づくり」へと舵を切る都市計画上大きな

転換点であり、県内市町においても立地適正化計画の策

定に向けた取り組みが始まっています。 

計画の策定に際しては、防災（津波や土砂災害等）や

超高齢化・少子化、行政経営コストなど各々の地域が抱

える課題や、都市の規模や交通インフラ、地形地物など

都市の特性に応じた検討が必要となります。 

今後、「まち・ひと・しごと」の地方創生とともに、

地域独自の活力ある都市づくりを目指し、県もまちづく

りの主体である市町と、より一層連携し取り組んでいき

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問合わせ先】 

石川県土木部都市計画課都市政策グループ 

電話 076-225-1757 メール toshikei@pref.ishikawa.lg.jp  

－６－ 



 

 

 

□ 各地のまちづくりリーダーが集結 

 当センターでは、将来のまちづくりを担う人材育

成を目的に、子供達と一緒にまちを知り、考える活

動を支援する「いしかわこどもの未来創造まちづく

り事業」と、地域の風土・食・伝統をテーマとした

まちづくり活動を支援する「我(和)がまちづくり(い

しかわ地域の魅力創造まちづくり事業)」を実施し

ています。その活動内容の報告と、各地のまちづく

りで活躍されている方々と意見交換や情報交換を

行う「まちづくりリーダー研修会」を開催しました。 

□ 開催の概要 

● 開催日：平成２７年２月１５日（日） 

● 場 所：石川県勤労者福祉文化会館２Ｆ 

● 内 容：・活動団体による活動報告（８団体） 

      ・意見交換 

 

 

□ 県内各地の様々な活動の様子を報告！ 

 第１部の活動報告では、今年度採用となった８団

体がパワーポイントによる活動報告を行いました。

熱意を持って地域のまちづくり活動に取り組んで

いる各団体の報告は、会場の方々を引きつける発表

内容となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 意見交換会 

 第２部は、各団体のリーダー・委員の方との意見

交換の場とし、活動で工夫した点や、今後の課題な

どをテーマに、それぞれの視点より議論を進め、今

後の活動の参考としました。 

 

 

□ まちづくりのヒケツは？ 

  意見交換では、まちづくり活動のアドバイスも

聞くことが出来ました。その一部をご紹介します。 

・活動において最も重要なことは「楽しい」こと。

少しハードルもありつつ、達成感のあるような取

り組みを続けていくことが大切。 

・地域の力を高めていく上で必要なのは、共同作業

とシンボル作り。住民が一つの何かを製作するこ

とで、お互いの性格や今までの付き合いなど、改

めてコミュニケーションの大事さを認識しあえ

るいい機会。 

・外部を引き込むには、行政でなく住民が主体にな

ること。プロモーションやマーケティングなど、

少し尖ったものをつくる意識を持つことによっ

て、他地域にはない魅力が磨かれていく。 

 

 

今回は光ケ丘県営住宅７５号棟の建替事業について特集しました。社会資本の⽼朽化が様々な分野 

で課題となるなか、公営住宅については依然として需要が⾼く、限られた財源の中で余剰地の売却とい 

った試⾏錯誤が⾏われていることを知ることが出来ました。 

いよいよ北陸新幹線が開業し、⽯川県の新たな１ページが始まります。各地域の個性が磨かれ、 

⽯川県の魅⼒がさらに⾼まることを期待し、今後もまちづくりのサポートを⾏っていきたいと思います。 
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▲会場の様子 
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▲活動報告の様子▲展示スペースの様子 
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