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「和倉温泉のまちづくり」
～能登半島観光の宿泊拠点「和倉温泉の再生」に向けて～

１．はじめに
能登半島の和倉温泉は１２００年の歴史と高温で

ス環境が整備され、今後も能越自動車道路、北陸新

豊富な湯量と良質な温泉です。また、海に面した自然

幹線の開業など、大都市圏から和倉温泉への時間短

の豊かさを誇る温泉地として、全国の温泉ファンから

縮でさらに近くなることから、能登への来訪者数増

愛されています。

加が大きく期待されます。

和倉温泉への入り込み客数は、平成３年の１６０万

そんな中、和倉温泉では、これまで誘客促進に向

人をピークに年々減少しておりましたが、回復の兆し

けた取組みを行ってきましたが、温泉情緒の創出や

が見えたやさき、平成１９年３月の能登半島地震の影

まち並み整備、にぎわいづくりなどが大きく立ち遅

響で和倉温泉のみならず能登全体の観光産業に大きな

れていたことから、平成２０年４月から官民一体と

痛手を受け、さらには世界経済の悪化と相まって平成

なってまちづくりに取り組むことになりました。

２２年には８８万人となりました。
一方、能登地域では平成１５年７月に能登空港開港、
平成２０年７月の東海北陸自動車道開通などのアクセ

■ 和倉温泉の全景

■ まちづくり協議会の会議風景
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旧総湯

２．都市再生整備計画事業を活用した整備
地域では、町会、源泉管理者、旅館協同組合、商
店連盟で構成する和倉温泉街にぎわい再生協議会
でソフト・ハード両面から計画を進めています。今

総湯館

回の計画は温泉街の中心に位置する「総湯」を核と
し、
「湯けむり漂う温泉情緒づくり」
「まちなか回遊
によるにぎわいづくり」
「快適な生活空間づくり」
をキーワードに、都市再生整備計画事業を活用して
進めています。事業期間は、平成２０年度から平成
２４年度までの５カ年間で総事業費１７億をかけ

平成２３年４月末オープン(予定)

て温泉街を中心に整備を行ってきております。

これまでに温泉街周辺道路の整備や弁天崎源泉
公園の整備を行ってきており、平成２３年４月末に
は観光交流施設と総湯が一体となった『湯の香・潮
の香 総湯館』がオープンする予定です。まちなか
のにぎわいの回遊拠点として期待され、完成後の運
営は地域自らが行うことが決まっています。平成２
３年度以降も当地区の七尾湾に面した立地条件を
活かし、ヨットレースなどのマリンスポーツが行え

■ 弁天崎源泉公園（H22.4 月オープン） 右：公園内手湯

る施設を整備します。
また、景観協定の策定や回遊性向上実験、空き店
舗活用実験などの社会実験にも取り組んでいます。
住民活動ではまちなかや沿道を花と緑で飾る取
り組み、秩序ある温泉街の景観形成の検討など、ま
ちづくりの動きと連動するように住民意識も少し
■ にぎわいづくり勉強会

■ 花と緑の社会実験

ずつ変化しつつあります。
今回のまちづくりの最終目標は、
国民が行きたい温泉地として「和
倉温泉」を選んでいただき、住民
が自信と誇りを持って
「和倉温泉」
をお薦めすることです。まだ始ま
ったばかりのまちづくりですが、
今後は住民組織が計画し整備され
た施設を地域としてどう活かすか
が次のステップの大きな鍵となり
ます。

至能登島
至七尾市内

至和倉ＩＣ

■和倉温泉地区のまちづくり整備
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■「わくたまくん」 ■ 能登よさこい祭り

４．官民協働による新たなエコサイン設置

３．都市計画道路湯元和倉温泉駅線の整備
一方、県では、和倉温泉の活性化や賑わいの創出に

更に県では、従来の景観条例と屋外広告物条例を

向け、温泉地の魅力向上を図るため、
「街なみ景観魅力

全国で初めて一本化した｢いしかわ景観総合条例｣

アップ事業」において、無電柱化を核とし景観に配慮

を平成２１年１月に施行しました。

した街路整備に取り組んでおります。

本条例の主な景観施策の一つとして、景観に配慮

温泉街と海を結ぶ中心部においては、総湯や源泉公

した屋外広告物施策を推進することとしており、特

園、湯元の広場周辺の温泉情緒をそぞろ歩きで楽しめ

に良好な景観の形成を図る必要がある地域につい

るような道路とし、土地の交換分合による新たな商業

ては、自家用広告物や案内誘導広告物以外の広告物

区画への再編とともに、景観協定に基づく統一的な街

が原則禁止となる屋外広告物禁止地域に順次指定

なみの創出を目指します。また、湯っ足りパークから

していくこととしています。

中心部に続く潮の香りを感じるエントランスにおいて

それにより、掲出が認められなくなる既存の広告

は、
温泉客を迎えるおもてなしの空間整備を行います。

物を、県が設置する観光ＰＲ看板の一部スペースに
集合化し、それをいしかわエコサインとして官民協
働で管理、運営することで、景観の向上に取り組む
こととしました。
現在、街路事業や都市再生整備計画事業を実施中
で、地元の協議会で景観協定などの検討が進んでい
る和倉温泉地区において、最初にモデル事業として
実施することとしました。

■ 中心部のイメージ

■ エコサインイメージ
■ エントランス部のイメージ

５．おわりに

平成２２年度から和倉の中心部において本格的に

このように、行政と地域住民が一体となり、温泉

事業に着手し、現在用地買収を進めています。また、

街の賑わい再生と地域住民が暮らしやすいまちづ

和倉らしい街なみの形成を目指すため、沿道の建物や

くりに取り組んでいる和倉温泉地区に、皆さんも足

歩道舗装などについて、学識経験者も交え、和倉温泉

を運んでみてはいかがでしょうか。

の景観にふさわしいデザインとなるよう協議を行って

【問合せ先】石川県土木部都市計画課

います。平成２３年度には、新たに無電柱化の工事に

TEL：076-225-1756

着手し、市が歩行者優先に再整備する総湯前の道路と

Ｅ-mail：gairo@pref.ishikawa.lg.jp

あわせて温泉街の回遊性の向上を図っていきます。

七尾市和倉温泉まちづくり推進室
Ｅ-mail：sangyou-s@city.nanao.lg.jp
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■

はじめに
県政史上未曾有の大災害となった能登半島地震で

は、穴水町の中心市街地でも大きな被害が発生し、
幅員の狭い主要地方道穴水剱地線では、緊急車両の
通行に支障をきたす事態となっていました。
このため、穴水駅と中心商店街を結ぶ新たな道路
を計画し、復興のシンボルロードとして整備するこ
とにより、中心市街地における回遊性の向上や防災
機能の確保及び交通の安全性向上を図ることを目的
として事業に着手しました。
完成した大町通り線

■

完成式典
平成 22 年 10 月 11 日に行われた完成式典では、

谷本知事をはじめ、穴水町長、県議会議員、町議会
議員、穴水町まちなか再生協議会および地元関係者
らが盛大に完成を祝いました。
当日は、「大川新橋」の渡り初めや、
「のと半島鹿
波獅子太鼓」、「ドラゴンボート」などが披露され、
とても賑やかなものとなりました。
事業概要図

■

穴水らしさを醸し出すまちづくり
大町通り線の整備に当た

っては、穴水らしさを醸し
出すまちづくりをコンセプ

完成式典の様子

トに進めました。真名井川

■

に新しく架けられた「大川
新橋」の高欄には、地元に

おわりに
現在、大町通り線につながる本町線においても橋

ＬＥＤ照明を設置した高欄

梁架替や無電柱化の整備を進めており、今後とも地

親しまれる橋となるよう、
穴水町にゆかりのある天文学者ローエルにちなんで、
星空をイメージしたＬＥＤ照明を設置しました。
また、裏配線方式の無電柱化により、ゆとりある

元と一体となって事業を推進し、一日でも早い元気
な穴水町の再生に向けて努めてまいります。
【問い合わせ先】

歩行空間を確保するとともに、路肩部をベンガラ舗
装とするなど、景観に配慮した整備を行いました。
－４－

石川県土木部都市計画課街路・都市交通グループ
TEL ： 076－225－1758
Email：gairo@pref.ishikawa.lg.jp

1．はじめに

３．総湯と古総湯（こそうゆ）の完成

山代温泉は、加賀温泉郷のほぼ中心に位置し、北

当地区の旧総湯は、昭和４６年に建てられ老朽化

陸の名湯として１,３００年もの古い歴史と伝統をも

が進んでいたことから、新たに整備することとなり、

っています。

平成２１年８月には新しい「総湯」がオープンし、

近年の景気低迷や旅行形態の変化により減少した
観光客を取り戻し、温泉街の新たな賑わいを創出す

平成２２年１０月には山代温泉「湯の曲輪」のシン
ボルとなる「古総湯」がオープンしました。

ることを目的に、加賀市は平成１７年度から平成２
１年度にかけ、都市再生整備計画事業（旧まちづく

旧総湯

新総湯

り交付金事業）を活用した再整備事業を進めてきま
した。
■

山代地区都市再生整備計画事業概要

事業期間

H１７年度～H２１年度
・街路事業(古総湯含む) ・電線類地中化・万松

事業内容

総事業費

園広場整備・あけぼの広場整備・湯の曲輪修景

特に古総湯は、日本で初めてタイルを使った公衆

整備・総湯(市民向け湯)整備・まちなみ修景事業

浴場で、しかも、そのタイルが九谷焼であったとい

１７億２，０００万円（ソフト事業含む）

う明治１９年当時の総湯を再現したものであり、再
興九谷の地といわれる山代温泉ならではの建物と言
えます。

２．湯の曲輪（ゆのがわ）

明治１９年築の総湯

湯の曲輪とは、総湯（そうゆ）と呼ばれる共同浴

古総湯

場をぐるりと囲むように湯宿が建ち並んでいる総湯
周辺をいい、湯を囲む、湯の側からそう呼ばれるよ
うになったと言われています。

▲古総湯の浴室

－明治３４年当時の総湯と湯の曲輪の様子－

▲古総湯の休憩室

４．おわりに

全国の古湯と呼ばれる
温泉地では、本来このよ

このような、
「湯の曲輪」の歴史的街並みの再生を

うな街並みが形成されて

核としたまちづくりに取り組んでいる山代温泉に、

いましたが、今もなお、

一度、皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。

この形を残しているのは
山代温泉のみと言われて
おり、全国に誇れる貴重

【問合せ先】石川県土木部都市計画課区画整理Ｇ
－現在の総湯・古総湯と
湯の曲輪の様子－

TEL：076-225-1799
Ｅ-mail：gairo@pref.ishikawa.lg.jp

な温泉地と言えます。
－５－

【活動方針】

「里山保全園地」は金沢大学の門前町として急速

当園地を活用した取り組みとして、近隣小学校の

な市街化が進む若松町の一角、地元では「ゾン谷(タ
ン)」と呼ばれる谷筋に位置し、平成２０年１１月、

参加による米作り体験学習会や、地域住民と連携し

に開設しました。

管理伐採を兼ねた竹の子狩り体験会を実施していま

【整備目的】

す。今後も蕎麦打ち体験会、昆虫観察会など様々な
取り組みを展開したいと考えています。

当園地は失われつつある里山環境の保全と、里山

【里山回廊交流広場】

で営まれてきた様々な活動を体験学習する場として
活用することを目的としており、整備内容や管理・

奥卯辰山健民公園では、里山環境を活かした新た

活用の方針は近隣住民や学識者との意見交換を重ね

な施設として、里山歩きを楽しまれる方の交流拠点

ながら検討されました。

となる「里山回廊交流広場」の整備を平成２３年度

【整備内容】

中の完成に向けて進めています。

当地の環境に出来る限り影響を与えないよう、棚
≪お問い合わせ≫
県央土木総合事務所 公園緑地課

田や自然観察池、蕎麦畑、遊歩道などを従来の地形
を活かす形で整備し、園路については小動物の通り
道を遮らないよう工夫するとともに、瓦廃材を利活

℡076-241-8293

奥卯辰山健民公園 平面図

位置図

用した透水性舗装とするなどの配慮をしました。

里山回廊交流広場

【管理方針】
公園管理は里山の自然環境を重視したものとし、

里山保全園地

害虫駆除や除草は出来る限り薬剤を使わず、昆虫や
野鳥、野草などの生息環境の維持を図っています。
里山保全園地 平面図
トイレ

自然観察池

園路
遊

棚田

休憩舎

駐車場

歩

道

蕎麦畑

道
歩
遊

トイレ

バリアフリー対応の多
目的トイレを設置

自然観察池

水生動植物の生育環
境を保ち観察に活用

休憩舎(ｾﾐﾅｰﾊｳｽ)

棚田

米作りを通じ自然の恵
み、収穫の喜びを体験

自然教室や野外講座
の場としても活用

園路

昆虫・小動物の通り道
を確保。透水性舗装。

遊歩道

幅員１ｍを確保し親子
が手を繋いで散策可

里山体験学習

ｾﾐﾅｰﾊｳｽ(休憩舎)での
自然教室

小学校児童による田植
え体験

稲刈りとハサガケ作業
を体験

－６－

自分で作った米で
チラシ寿司作り

管理伐採を兼ねた
竹の子狩り体験

１．はじめに

外部や内部の使用材料には地元産材や自然素材を積

加賀市大聖寺地区内に点在している「聖北・朝日・鳥

極的に取り入れており、屋根は地域特優の地元赤瓦を使

越団地」は昭和３０年代に建設され老朽化が著しく耐震

用。柱、外壁、床、内壁には地元産材の杉、梁、土台に

基準にも適合していない状況でした。このような住環境

は松、能登ヒバを使用しています。またせせらぎ水路や

を改善し安全安心な住宅を提供するとともに３団地の市

花壇の縁石に地元の自然石を使い、小径、路地には瓦廃

営住宅を統合する建替事業を平成１７年から行いました。

材を再利用した土系舗装材を使用しています。また、入
居者の大半が高齢世帯であり安全安心の提供ため全棟オ
ール電化住宅としました。
４．コミュニティ空間の整備
敷地内に細い路地を設けそこを通り抜けると広く開
けた「広見」を設けました。
「広見」とは、藩政時代には
火除け地とされた場であり、当団地での「広見」は、人
が集まり、語らい、きずなを育むコミュニティ空間とな
るよう整備しました。また現団地には町内会があり会合
等しやすいように集会場を設けました。

２．城下町との調和
大聖寺地区は江戸時代の町割りが現在も残り、城下町
としての面影を残す町並みが形成されています。地区内
に残る戦前までに建てられた伝統的な建物は良好な景観
を形成している地域の財産でもあります。新川住宅はこ
の伝統的建物「町屋」との調和を図り、周辺景観に配慮
路地

したものとしました。
５．おわりに

３．住宅の概要
３団地にあった８０戸の住宅を約９千㎡の敷地に集

同地区にある町屋との調和を図りモデル的な住宅と

約し５０戸に統合。構造は木造平屋建て及び２階建てと

した新川住宅は、中心市街地の活性、まちなかの賑わい

し、１棟に２戸の造りで、１ＬＤＫ・２ＬＤＫ・３ＬＤ

の創出そしてコミュニティの形成につながる事例となる

Ｋの３タイプがあります。

ことを期待しています。

【問合わせ先】
LDK

加賀市建設部建築課 TEL 0761-72-7936

特定寝室
－７－

□ キッズカンパニーで繋がった「地域の絆」

□ 各地のまちづくりリーダーが集結！
今年度において実施した、子供たちが地域につい

第２部の特別講演では、「キッズカンパニーから

て学習する活動について活動団体による報告や、県

地域間交流へ」というテーマで能登ネットワークの

内各地でまちづくりの実践者・先導者として活躍さ

北川さん、山梨県 Rolling-C の小沢さん・わたなべ

れている方々と意見交換や情報交換を行う「まちづ

さんに講演いただきました。子供達が山梨県の特産

くりリーダー研修会」が開催されました。

品を学習・販売することによる商店街活性化の取り
組みと、全国への特産品の販売を通してできた能登

□ 開催の概要

との絆、またその絆を活用して能登と山梨の特産品

● 開催日：平成２３年２月２７日（日）

を地域ブランドとして一緒に販売しようとする企

● 場

所：石川県地場産業センター

画について紹介いただきました。また穴水町の江尻

● 内

容：・活動団体による活動報告（６団体）

屋・平澤さんからは江尻屋が取り組んでいるまちづ
くり活動について紹介いただきました。

・特別講演
・意見交換

□ まちづくりのヒケツは？
意見交換では、活発な議論が交わされました。そ

□ 楽しく学ぶ子供たちの様子を報告！
第１部の活動報告では、６団体の子供たちの学習

の一部をご紹介します。

の様子が報告されました。各団体の発表は、スライ

・まちづくりの担い手は高齢化している。子供達に

ドによる説明だけでなく、実際に子どもたちと製作

は幼いうちにまちへの愛着を生むことが大事で

した作品の紹介、ケーブルテレビで放送された番組

あり、また大人も子供達を一緒に学習する「共育」

の上映などバリエーション豊かでした。

という観点が大切である。
・大学生は若い感性と外部の目という意味でも必要
な存在である。地域も大学生の参画には期待が大
きいが、どのように関わるかについては考える必
要がある。

▲番組の上映

▲作品の紹介

・地域が主体になり、地域の課題に対して求めてい
る必要は何かをはっきりした方がよい。その上で
WinWin の関係を結ぶ部分をいかに生み出すか
がポイント。
・常日頃から角度を変えて見ることにより、まちの
魅力に気付く力を養うことが大切。

▲子供達による発表

▲報告を聴く委員のみなさん

編集協力：石川県都市計画課・公園緑地課
この度の東北地方太平洋沖地震において、被害に遭われた

建築住宅課・七尾市・加賀市

皆様に心からお見舞いを申し上げます。被災者の皆様のご無

発行：(財)いしかわまちづくり技術センター

事と、被災地における一日も早い復興を心からお祈り申し上

TEL 076-232-2255 FAX 076-232-2532

げます。
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発行日：平成２３年３月
－８－

