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１ 金沢外環状道路海側幹線の概要

加賀・金沢・能登の広域的なネットワークが強化され、

金沢外環状道路（約 45km）は、石川県の新長期構

交流人口の拡大に寄与します。

想に掲げる『ダブルラダー結いの道』構想の南北幹線
として、環状道路を構成する海側幹線、山側幹線とが
一体となって金沢都市圏の骨格を形成し、加賀・金沢・
能登の一体化、広域交流の促進、金沢港・小松空港な
どいわゆる物流拠点間の連結やアクセス強化、また、
金沢市街地への通過交通排除や交通の分散を図ること
により、
市街地の交通渋滞の緩和が期待されています。
金沢外環状道路

Ⅲ期区間
L=2.4km

２）金沢都市圏の交通円滑化
国道８号や主要地方道松任宇ノ気線から、海側幹線

Ⅰ期区間
L=6.2km

に交通が分散し、交通混雑が緩和されます。さらに、
海側幹線と山側幹線が接続されることで、環状機能が
向上し、金沢都市圏の交通円滑化にも寄与します。
白山 IC

白山ＩＣ

Ⅱ期区間
L=4.1km

野々市市役所

平成 16 年 7 月にⅠ期区間として金沢市鞍月から福
増間約 6.2km の側道部を全線供用し、引き続きⅡ期区
間として白山市乾から金沢市福増間の約 4.1km の側
道部の整備とあわせて、北陸自動車道と連結する白山
IC の整備を進めてきました。

３ おわりに
現在、暫定 2 車線で供用している乾東交差点から五

先般、本年 4 月 21 日に海側幹線Ⅱ期区間と白山 IC

歩市北交差点間の山側側道の整備を進めており、今後

が同時供用し、開通式が開催されました。

とも早期の全線４車線供用に向け、整備促進に努めて
いきます。

－ 開通式の記念写真 －

至 富山

２ 整備効果

至 県庁

白山 IC
至 福井

１）加賀・金沢・能登の連結強化
海側幹線と白山 IC の整備により交通の大動脈であ
る国道８号、北陸自動車道、能登有料道路が連結し、

－２－

【問い合わせ先】
石川県土木部都市計画課 街路・都市交通 G

１

金沢城橋爪門の概要

二の門「壁板」
1 区画

23cm

金沢城公園では、現在「石川門｣｢河北門｣｢橋爪門」

●
記入例

からなる「金沢城三御門」整備の総仕上げとして、
「橋

m
c
0
3

爪門」の復元整備を行っています。
「橋爪門」は、二の丸御殿に至る最後の門として、
城内で最も格式が高い門とされており、平成 22 年度

【募集口数】1,200 口

から埋蔵文化財調査に着手し、平成 27 年春の完成を

【規

目指して、平成 24 年 6 月に着工しました。

【寄 進 料】1 口(区画) 5,000 円

橋爪門続櫓（済）

五十間長屋（済）

（二の門櫓内）

格】約 23cm×30cm

海鼠塀「平瓦」
25cm

橋爪門二の門
m
c
5
2
橋爪門一の門（済）

【募集口数】500 口
【規

格】約 25cm×25cm

（枡形内）

【寄 進 料】1 口(枚) 5,000 円

３

枡形土塀

整備範囲

今後の予定

寄進を申込いただいた方には、金沢城公園五十間
長屋内で行う記名会にご参加いただくこととしてお

- 橋爪門復元予想鳥瞰図 -

り、
「平瓦」の記名会は平成 25 年 9 月頃、
「壁板」は

２

平成 26 年 3～4 月頃に行う予定です。

寄進事業とは

金沢城橋爪門の「壁板」、「平瓦」の寄進事業は、

記名していただいた面は裏側になるため直接見る

橋爪門の復元にあたり、1 口 5 千円を寄進していた

ことは出来ませんが、完成後には「壁板」、「平瓦」

だき、復元工事に使用する二の門の「壁板」及び海

の設置場所をホームページ等で確認することが出来

鼠（なまこ）塀の「平瓦」の裏面に、お名前や記念

るようになります。

のメッセージを残していただくものです。

あなたのお名前を未来に残しませんか。

平成 22 年 4 月に復元した「河北門」の整備の際に
寄進をされた方からは、「家族の良い思い出となっ
た」、「金沢城を見るたびに誇らしい気持ちになる」
等、多くの喜びの声をいただいており、この寄進事
業を通して、復元事業への理解と金沢城への愛着を
より深めていただけるものと考えています。

- 河北門記名会の様子 -

橋爪門の寄進は、6 月 30 日より申込み受付を開始
しており、すでに県民や観光客等、多くの方からお
申込みをいただいています。申込みは、県公園緑地

【問い合わせ先】
石川県土木部公園緑地課

課ホームページ、または金沢城公園内と県公園緑地

TEL ：076－225－1772

課の窓口で受け付けています。

E-mail：kouen@pref.ishikawa.lg.jp

－３－

１ 保存地区の概要
加賀橋立保存地区は、平成１７年に国の重要伝統的
建造物群保存地区（文部科学省告示）に選定されまし
きたまえ ぶね

た。江戸後期から明治中期にかけて活躍した北前船の
ふなぬし

船主（=経営者）が最盛期には４２名も居住した集落
で、往時の様子を伝える船主屋敷が起伏に富む地形に
石垣を築き展開しています。船主屋敷の主屋は切妻妻
入で、屋根は赤褐色の瓦葺き、周囲には板塀や土蔵が

（修理事業：赤瓦を再利用した事例）

しゃくだにいし

配置されます。敷石や石垣には淡緑青色の 笏 谷石が使
われ、集落に柔らかな質感を与えています。

（修景事業：伝統的建造物に調和させ新築した事例）

３ 活用事業

（江戸末期から普及した赤瓦の家並み・撮影 杉本和樹）

保存のための修理・修景以外に、伝統的建造物群保
２ 保存計画と保存整備

存地区を活かしたまちづくり活動を実施しています。

保存地区内では所有者の同意のもと、昭和２０年以

平成２３年度からは、地元保存会と金沢工業大学、金

前に建てられた主屋・土蔵などの建築物１０７棟、石

沢美術工芸大学との協働で、大学コンソーシアム石川

垣・板塀などの工作物１２６件、樹木・庭園などの環

の地域課題研究支援事業を活用し、旧西出家跡地のエ

境物件８９件を特定物件として保存計画に定めていま

ディブルガーデン整備や、保存地区の立寄りスポット

す。
特定物件は所有者が計画的に修理事業をおこない、

である木村家住宅の庭園整備に取り組んでいます。

保存していきます。また、特定物件以外の改築なども
修景基準に適合させ周囲の伝統的建造物と調和を図り
ます。
保存整備の主体となる修理事業は、外観を建築当初
の姿に復原することを基本とします。新築等の修景事
業は、
屋根の赤瓦、
外壁の縦板張りなどの意匠のほか、
規模、形状、位置、色彩など総合的に橋立保存地区の
伝統的な特徴を取り入れた修景基準に適合させ、整備
します。

（庭園整備の状況：池や築山を造成する）

【問い合わせ先】加賀市教育委員会文化課
Tel 0761-72-7888
E-mail bunkaka@city.kaga.lg.jp

－４－

野々市市は、平成２３年１１月１１日念願の市制施行を果たし、
「野々市市第一次総合計画」と共に、本年
４月、「野々市市都市計画マスタープラン」を公表しました。
●将来都市像

●地域別構想

安全・快適な生活環境を備えた
魅力ある定住都市

全体構想に基づき、地域の歴史的な形成過程や特

野々市

色を重視し３地域に区分し、地域別にまちづくり基
本方針を示しています。

●目標人口
５５，０００人（平成３７年時点）

●市民協働による策定経緯
・学識委員を含む策定委員会の開催

●マスタープランの構成

・市民意識調査（アンケート）の実施

市全域を対象とし、将来都市像、土地利用方針、

・パブリックコメント
の募集

都市施設整備方針などを取りまとめた「全体構想」
及び市域を３区域に区分し、それぞれの地域の特色

・市民との意見交換会
の実施

を生かしたまちづくりの方向性を示した「地域別構
想」により構成しています。

●今後のまちづくりのポイント
①高齢社会を迎えるにあ

●全体構想
将来のまちを組み立てる要素として、「土地利用

たり、健康づくりなど

構成」、地区を特徴づける「都市拠点」及び都市内

のためにも”歩いて暮

外の交流を促す「道路交通ネットワーク」を設定し、

らせるまちづくり”を

これらの要素を関連付けることにより、まちの骨格

を進めていきます。

が作り上げられます。

②既成市街地における、
地域の持つ”歴史や伝
統を生かしたまちづく
り”を進めていきます。
③市の更なる成長のために、新たな”野々市ブラン
ド”確立に向けた取り組みを進めていきます。
※マスタープランの詳細は、野々市市のホームページ
でご覧になることができます。
http://www.city.nonoichi.lg.jp
【問い合わせ先】野々市市産業建設部都市計画課
TEL :076-227-6091
Mail:toshikeikaku@city.nonoichi.lg.jp

－５－

■

春蘭の里地区の取組み

県では白壁黒瓦の美しい家並みが残る春蘭の里地区

能登空港から１０分程度の場所に位置する春蘭の
里地区では、周辺の里山の中に自生する春蘭をテーマ

の優れた里山景観を保全するため、平成２３年度に
景観形成重点地区の第１号に指定しました。

に村おこしを実施しています。現在では、約３０軒か
らなる農家民宿群により観光客を受け入れ、様々な体

春蘭の里地区の景観形成

■

良好な景観形成のための計画（石川県景観計画）

験が楽しめるグリーンツーリズム型観光地域として、

を策定するなど、当該地区の田園や集落と調和した

里山の保全と農村の再生を図っています。

建築物・屋外広告物等の規制誘導を図っていきます。

石川県景観計画（抜粋）
１）区域
能登町宮地・鮭尾・柏木・太田原の全域、
山田の一部（「旧宮地小学校下」）
２）景観形成の目標
生活の営みの中で創り上げてきた、里山景
観の保全・再生
―

■

春蘭の里地区の里山景観

３）行為の制限に関する事項

―

①届出対象行為
・建築面積１０㎡を超える建築物

景観形成重点地区とは

・高さ１．５ｍを超える工作物

景観形成重点地区とは、いしかわ景観総合条例に

・３００㎡を超える開発行為

基づき特に良好な景観の形成を積極的に図る必要が

②景観形成基準（概要）

ある地区として知事が指定するものです。
春蘭の里
能登空港

景観形成
重点地区

・瓦葺き、勾配屋根、和風建築、白壁黒瓦

地区概要

自然素材など

＜面 積＞
約２,０１９ha
＜人 口＞
約２６０人
＜世帯数＞
約１００世帯
珠洲→

珠洲道路

春蘭の里地区
―

白壁黒瓦の家並み

―

【問い合わせ先】
←能登空港

石川県土木部都市計画課景観形成推進室
TEL：076－225－1759

―

春蘭の里景観形成重点地区の概要

E-mail：gairo@pref.ishikawa.lg.jp

―

－６－

『(財)いしかわまちづくり技術センター』は今年

○まちづくりリーダー研修会

度もまちづくりに関する様々な事業を展開する予

・各事業で助成した団体の活動報告と意見交換会を

定です。ここでは、今年度予定している事業につい

開催します。

てご案内します。
○まちづくりに関する研修の開催
・都市計画・まちづくりに関する研修会を開催しま

まちづくり情報の提供

す。

○まちづくりライブラリー
・まちづくりや都市計画の専門図書

約 800 冊

・閲覧・貸出を行っております。図書一覧について

○街並み・まちづくりシンポジウム

は、ホームページに掲載されております。お気軽に

・今年度は１１月に野々市市での開催を予定してい
ます。

お立ち寄り下さい。

まちづくり支援業務の受託
県や市等から公共事業に係るまちづくり協議会

○いしかわまちづくり View
県内のまちづくり情報紙を発行します。

の運営業務を受託し、まちづくりに関する調査、計

（ホームページ掲載）

画等の立案を行っております。

まちづくりの啓発・普及活動
○まちづくり専門家の派遣
・まちづくりの講習会などに講師を派遣します。
・講師の旅費・謝金の一部を助成します。
▲

専門家の派遣

▲

我(和)がまちづくり事業

○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）
・風土、食、伝統をテーマとした継続的なまちづく
り活動を支援します。今年度は 6 件のまちづくり活
動に助成します。
▲

こどもの未来創造まちづくり事業 ▲

▲

まちづくりライブラリー

まちづくりリーダー研修会

○いしかわこどもの未来創造まちづくり事業
・子どもたちがまちづくりを知り、学ぶための活動
を支援します。今年度は 6 件のまちづくり学習に活
動に助成します。
▲

まちづくり支援（視察研修）

編集協力：石川県(都市計画課・公園緑地
今回は様々なまちづくり紹介しましたが、いかがでしたでしょうか？
利便性を大幅に向上させた金沢外環状道路、県民の方との協働で地元資源の魅力を
高める金沢城橋爪門寄進事業など、色々なまちづくりがあり大変興味深いですね。
当センターでは、皆様が行なっているまちづくり事業を広く共有すると共に、
様々な支援業務を行なっておりますので、是非お気軽にお問い合わせ下さい。

－７－

課・建築住宅課)・野々市市・加賀市
発行：(財)いしかわまちづくり技術センター
TEL 076-232-2255 FAX 076-232-2532
HP http://www.machisen.jp/
発行日：平成２４年８月

