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金沢駅前中央交差点のバス専用レーン導入実験について
～ 交通実験２０１２実施結果 ～
１．はじめに
県、金沢市及び県警などで組織する交通実験実施
協議会では、金沢都心部の交通渋滞の緩和、地球環
境の保全、中心市街地の活性化の観点から、公共交
通の利用促進を図ることを目的として、平成１２年
度から交通実験を実施しており、これまでに、シテ
ィライナーの運行や終バスの延長、パークアンドラ
イドの拡充などが実験を経て本格実施されてきま
した。
今年度は、北陸新幹線の金沢開業を見据え、金沢

実験位置図

駅と市内中心部の二次交通の充実を図るため、金沢
駅前中央交差点において、バス専用車線導入の交通
実験を行いました。

２．実験の概要
金沢駅には多くの路線バスが発着するバスターミ
ナルがあり、市内中心部から金沢駅へ向かうバスの
多くが、むさし交差点からリファーレ前を経由し、
金沢駅へ至るルートになっています。路線バスはバ
ス降車場へ入るため、金沢駅前中央交差点の２車線
ある右折車線のうち、左側の右折車線を通る必要が
ありますが、同交差点を右折後に堀川交差点を左折
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バス専用車線導入による効果

し、内灘方面へ向かう一般車の多くがこの車線を利

実験前

用するため、左側の右折車線に車両が集中し、右側
の右折車線が有効に使われていませんでした。この
ため、混雑時には交差点で最大４回の信号待ちが生
じ、武蔵ヶ辻のバス停から金沢駅に到着するまで１
０分以上かかるなど、バスの定時性が確保できない
状態になっていました。
また、右側の右折車線から右折した一般車が内灘

・武蔵ヶ辻バス停～金沢駅間
・信号待ち回数

最大１０分→４分

最大４回→１回

へ短縮

へ短縮
右折直後の車線変更

・最大渋滞長

約２００台/日

340m→200m へ改善

一般車が交錯

方面へ向かうために、右折直後に左側に車線変更す
ることが多く、一般車の安全性にも課題がありまし
た。

実験中

このような状況を改善するため、左側の右折車線
をバス専用車線とし、バスと一般車を分離する交通

実験前

実験中

実験を５月１２日から７月３１日までの終日で行い
ました。
実験に際して、事前に案内看板の設置やチラシの

・左側の右折車線にバス、一般車が
集中

・バスと一般車を分離
右折直後の車線変更

配布による周知を行うとともに、実験開始の直前に
区画線の書き換えなどを行いました。

・２車線ある右折車線が有効に活用
され走行環境が改善

・右側の右折車線が有効に活用され
ていない

がなくなる

一般車の安全性が向上

１車線としたことで、右折直後の無理な車線変更や
交錯がなくなり、一般車の安全性が向上しました。
以上の結果をもとに、協議会では、バス専用車線
の導入が有効であると県警に進言し、８月から本格
実施となりました。

４．まとめ
今後とも、金沢市や県警、関係団体と協力しなが
ら、金沢都心部の公共交通の利便性向上に努めて参
りますので、皆様のご理解とご協力をお願いいたし
ます。

案内チラシ

３．実験結果

【問合わせ先】

バス専用車線の導入により、２車線ある右折車

石川県土木部都市計画課街路・都市交通グループ

線が有効に使われ、信号待ち回数や渋滞長、金沢

TEL

駅到着にかかる時間が短縮され、バスの定時制が

Email:gairo@pref.ishikawa.lg.jp

大きく向上しました。また、一般車の右折車線を
－２－

:076-225-1758

■金沢の歴史的な町並み

■卯辰山山麓寺院群の興り

藩政期以来、戦火や大きな災害に見舞われることの

浅野川の北、卯辰山と旧北国街道に挟まれた場所に、

なかった金沢には、数多くの歴史的な町並みや用水、 慶長期から延宝期（1596～1681）にかけて寺院群が形
町割など、城下町特有の遺構が町のいたるところに残 成されました。小立野と寺町の寺院群も同時期に形成
されています。

されており、その目的は、軍事的役割や鬼門除け、当

金沢市内には３つの茶屋街、３つの寺院群が今なお 時勢力のあった浄土真宗寺院への監視、城下の都市整
存在し、とりわけ歴史的な町並みが残っている「東山 備などの説があります。
ひがし」
「主計町」の茶屋街、寺院群を中心とした「卯
辰山麓」
「寺町台」の各地区は、文化財保護法に基づく
伝統的建造物群保存地区（伝建地区）に地区決定し、
町並みの保存を図っています。

西養寺本堂

七面小路

■卯辰山麓の町並み
藩政期からの細街路や町割が色濃く残る地区内には、
ひがし茶屋街

にし茶屋街

主計町茶屋街

39 もの寺社が、傾斜のある地形により曲折した街路に
配置されています。旧北国街道から各寺院に向かう参
道などには、伝統的な町家が建ち並び、寺社と町家が
混然一体となった景観を作り出しています。
卯辰山麓は、近世城下町によく見られる直線的な道

卯辰山山麓寺院群

小立野寺院群

寺町寺院群

路沿いに寺院が建ち並ぶのではなく、山麓に張り付く
ように不揃いに配置された寺院群であり、全国的にも
珍しいものです。

長久寺・蓮華寺参道

旧観音町通り

■歴史的な町並みを活かしたまちづくり
平成 23 年に国の重要伝統的建造物群保存地区に選
定されており、今後は金沢の歴史を受け継ぐ町並みを
活かすとともに、防災施設の整備など住みよい環境を
目指します。今後も、住民の方々と手を携え、国や県
の協力を得て、まちづくりを進めていきます。
【問合わせ先】金沢市歴史建造物整備課
金沢の町並み保存区域

TEL:076-220-2208
E-mail:rekiken@city.kanazawa.lg.jp
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１．事業の背景

２．事業概要

都市計画道路「千代尼線」（通称「千代尼通り」）

事業箇所：白山市四日市町～成町

は、白山市中心市街地を東西に横断する重要な幹線

事業期間：平成１３年度～２３年度

であり、四日市町から成町までの間には、大町・中

延長幅員：L=1,004m

町・安田町・茶屋町の４つの商店街からなる「千代
尼通り商店街」が形成されています。

W=14m(車道 3.0m×2，歩道 3.5m×2)
整備前

近年、郊外での大型店進出などにより、商店街の
活力低下が懸念されたことから、中心市街地の空洞
化に歯止めをかけ、商店街の賑わい創出を図るため
に、平成 11 年に４つの商店街が一体となって、
「千
代尼通り商店街協議会」を設立し、地元主体のまち
づくりがスタートしました。
県では、この取り組みを後押しするため、平成 13
年度から千代尼通りの無電柱化に着手し、平成 24 年
3 月に全区間約 1ｋｍの無電柱化が完成しました。
標準断面図

事業概要図
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整備後

３．賑わい創出に向けた取り組み
（１）県によるハード整備
県では、無電柱化と併せて、歩道の段差解消によ
るバリアフリー化、商店街ごとのデザイン舗装によ
り、快適な歩行空間を創出しました。
（２）商店街によるソフト面での取り組み
千代尼通り商店街では、加賀の千代女の俳句を貼
付けた街路灯やベンチなどを設置し、賑わい創出に

祝う会列席者による鏡割り

取り組んでいます。また白山市条例に基づく「まち
づくり協定」を締結し、良好な街並み景観の形成に
努めるとともに、県の「道路アドプト制度」を活用
し、道路の美化活動や沿道の緑化にも取り組んでい
ます。

「まちなかコラボＤＡＹ」ＪＲ松任駅前での協賛イベント

５．おわりに
千代尼通りの無電柱化工事にあたっては、商店街
や車両交通への影響を最小限にするため全て夜間作

完成後の千代尼通り（大町から中町方向）

業であったことから、振動・騒音に対する地元商店
街、沿線住民の多大なるご協力をいただき、無事完
成を迎えることができました。
事業完了に伴い、ハード整備が整った商店街では、
新規出店を促進する積極的な取り組みや、課題とな
沿道の緑化

っていた閉鎖商業施設（ジョイモール）の跡地整備

俳句を貼付けた街路灯

に着手するなど、賑わい創出に向けた動きが活発化

４．完成式典

しています。

平成 24 年 4 月 8 日に、地元「千代尼通り商店街協

この場をお借りし、関係各位に改めて感謝すると

議会」主催により、谷本知事をはじめ、白山市長、

ともに、この無電柱化が千代尼通り商店街の賑わい

地元県議、町会関係者など多数の列席をいただき、

創出はもとより、白山市中心市街地の発展に寄与す

無電柱化完成を祝う会が盛大に執り行われました。

るものと期待しています。

また、翌週 15 日までの１週間、JR 松任駅前から商
店街までの一帯を「まちなかコラボ DAY」と銘打ち、
無電柱化完成を祝う各種イベントが開催され、多く

【問合わせ先】
石川県石川土木総合事務所建設課
TEL 076－272－1191

の人で賑わいました。
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１．兼六園栄螺山（さざえやま）について
栄螺山は、天保８年(1837)に前田家１３代藩主斎泰（なりやす）が霞ヶ池を掘った時の土で築いた山で、
高さ９ｍ、周囲約９０ｍ、登り坂が栄螺のようであることから、その名がつけられました。
山頂には１２代藩主斎広（なりなが）を供養する宝塔があり、史料によれば石塔の前には小石が敷かれ
清浄さを保つために草履を脱いで素足で上がったとされています。
２．修復事業について
江戸期以降から手を加えられていない栄螺山では、雨水浸透による地盤の緩み、土砂の流失、樹木の根
の伸長等により石垣が歪み、近年、崩壊の恐れから解体積み直しが必要な状態でした。
このため、兼六園栄螺山石垣等修復指導委員会を設置し、延べ８回にわたり庭園や文化財等の専門家の
指導・助言を受けながら石垣修復の計画、施工にあたりました。修復の形状は、明治期から戦前期（石垣
等の変形がなかった頃）の旧状に戻すことを基本とし、復旧にあたっては、破損石は接着剤により接合し
て再利用したほか、埋め戻しには現状土を再利用するなど、文化財としての価値を損なうことのないよう
配慮しました。
大正から昭和初期の古写真（当時の絵葉書）

修復された栄螺山（平成２３年１１月）

３．栄螺山からの眺め
平成２０年に着手した修復も２３年度末に完了し、今は、しっかりとした栄螺山に宝塔がそびえ
立ち、霞ヶ池への美しい景色を見せています。皆さんも是非お越しください。
栄螺山から

霞ヶ池・雪吊りされた唐崎松

【問合わせ先】
石川県金沢城・兼六園管理事務所
ＴＥＬ：０７６－２３４－３８００
E-mail:jyousi01@pref.ishikawa.lg.jp
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□ 開催の概要
当センターでは、住民や行政などがまちづくりの
あり方を共に考え、まちづくりに関する「意識の高
揚」や「きっかけづくり」を目的に、「街並み・ま
ちづくりシンポジウム」の開催を支援しています。
今年度は、市制１周年を迎える野々市市において、
「歴史ある景観が導く“まちづくり”と“賑わい創

パネルディスカッションの様子

□ 「まち歩き」

出”」と題して、平成２４年１１月１１日に野々市

午後からは、日頃、ボランティアガイドをされて

市情報交流会館カメリアにて、まちづくりシンポジ

いる「ののいち里まち倶楽部」の方々の案内のもと、

ウムが開催されました。

布市神社、水毛生家(市指定文化財)、喜多家(国指
定重要文化財)、郷土資料館(市指定文化財)、照臺

□ ｢基調講演｣

寺を訪ね、市民の貴重な財産を再認識しました。

基調講演では土屋敦夫氏（金沢湯涌江戸村村長）
より、野々市本町通りの家々の建築的特徴をテーマ
に、「なぜ本町通りの家々は農家型の間取り・形態
を持ちつつも、町屋の表構えとなっている建物が多
いのか？」などといった街並みの特徴を、本町の歴
史を紐解きながら、お話して頂きました。

喜多家

喜多家内部天井

水毛生家の美しい庭先

□ 参加者の声（アンケートより抜粋）
アンケートではたくさんの意見を頂きました。
その一部をご紹介します。
●若年層を対象にこのようなシンポジウムを行わ
なければならない。授業に取り入れたらよいと思う。
●もっと多方面の人々の意見を取り入れた、自由討

基調講演の様子

議の場が行政以外の発信力で持てるとよい。

□ 「パネルディスカッション」

●自分達の住んでいる町にこんな素晴らしい歴史

続いてパネルディスカッションでは、水野一郎氏

的建造物があるというのは、素晴らしい誇りです。

（金沢工大副学長）をコーディネーターに、地域で

街並みだけでなく、歴史をもっと知りたいと思いま

積極的にまちづくり活動をされている、ののいち里

した。

まち倶楽部会長の帆苅氏、商工会女性部長の田中氏、
北海道小樽市出身で金沢工業大学在学中の横木氏
の３名をパネラーに招き、野々市のこれからについ
て、それぞれの視点から意見を述べて頂きました。

今回は金沢駅東交差点のバスレーン導入実験について特集しました。

編集協力：石川県都市計画課・金沢市

私もよく通る道なので、とても利便性向上を感じました。Ｐ２の真上からの

発行：(財)いしかわまちづくり技術センター

対比写真はとても分かりやすいですね。センターだよりでは、１１月に行われた、

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

シンポジウムについての報告をしています。行政・地域の方々含め、

HP http://www.machisen.jp/
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自分たちの街を考える場になったのではないでしょうか。今後どういった形で
野々市市民の方がまちづくりに携わっていくのかとても楽しみです。
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発行日：平成２４年１１月

