“都市計画道路 片山津中央線 「３区通り」 が完成“
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■センターだより

“都市計画道路 片山津中央線 「３区通り」 が完成”
～ 片山津温泉街の賑わい創出に向けて ～
１．はじめに
片山津温泉は、白山連峰を背景に柴山潟と一体とな

と「賑わい再生」を目的とし、片山津温泉の「まちづ

った美しい眺望景観を有し、良質な泉質を誇る全国で

くり」を行ってきました。

も有数の温泉地として発展してきました。しかし、近

県では、温泉街のメインストリートである都市計画

年の厳しい社会経済情勢や観光ニーズの多様化などに

道路 片山津中央線（通称「３区通り」
）において、平

より、温泉地を訪れる入込客数は減少しており、一日

成１５年度より「歩きたくなるまち」の実現に向け、

も早い温泉街の再生と賑わい創出が求められていたと

無電柱化による景観整備に加え、国道８号から片山津

ころであります。

インター方面への一方通行化やゆったりとした歩道の

そのため、県・市と地元が協力して、
「安全・安心」

整備に取り組みました。

事業概要図

－１－

２．
「３区通り」の事業概要
（１）整備の概要

（３）地域の魅力を高める工夫

◇エコサイン

４．完成式典

整備にあたっては、地域の歴史や文化を感じる空間が

「いしかわ景観総合条

平成２５年１月２７日には、地元「片山津温泉中心地

事業箇所：加賀市片山津温泉地内

創出できるよう、温泉街の魅力を高める工夫を凝らしま

例」での景観や環境に配

区まちなみまちづくりを進める会」ならびに「片山津地

事業期間：平成１５年度～２４年度

した。

慮した屋外広告物（エコ

区まちづくり推進協議会」の主催により、地方選出県議

サイン）を設け、看板の

会議員をはじめ、市議会議員、地元町会関係者など多数

集合化による景観向上と

の列席をいただき、事業完成を祝う会が盛大に執り行わ

省資源化にも取り組みま

れました。

延長幅員：L=212m，W=12m(車道 4m，歩道 3m・5m)

◇検番と調和した街なみづくり
（２）整備の特徴
○安全で快適な歩行空間の創出
☞一方通行化、ゆったり歩道整備

○街なかの景観向上
☞電線や通信線を地中へ埋設する無電柱化

地域のシンボル「検
番※」のベンガラ格子と

した。

調和した歩行空間を創
出するため、歩道には

３．地元のまちづくり

「錆茶色（さびちゃい

大正 9 年に建てられ、芸
妓の演習や事務所に使
用されていた。現在、寄
席やライブ会場などに
使用されている。

せました。

地元においても、事業を機に、地域資源を活かした温

を採用しました。
※

「湯あがり雪まつり」が開催され、歩行者天国（イベン
トスペース）となった通りでは、多くの人で賑わいをみ

ろ）」の自然石や車止め
標 準 断 面 図

当日は、当事業完成とタイアップした新しいイベント
エコサインによる景観向上

泉街の賑わい創出に向けた活動に取り組んでいます。
｢錆茶色｣の自然石舗装･車止め

□魅力ある街なみづくりに向けて
沿道では「検番」を活かした街なみづくりを目指し「地
区計画」が定められています。今後、統一感ある街なみ

◇地域の歴史・文化の伝承

が生まれることを期待しています。

地元の方々が創作し
た「片山津かるた」を
Before

テープカット

歩道に組合せ、街歩き
を楽しませる仕掛けづ
くりを行いました。埋
め込んだ絵札は、晶子
染め(写真)やあいあい
広場など当地ゆかりの
絵柄となっています。

歩道の片山津かるた

建築物の材質･形態･意匠がルール化された地区計画

賑わいを見せた
「湯あがり雪まつり」

□賑わいあるまちづくり

また、街路樹には、

５．おわりに

春には白い花、秋には

地域の歴史や文化を学びながら交流を深める片山津

赤い実をつけるソヨゴ

かるた大会の開催や、晶子染めや源泉豆腐づくりなどを

「３区通り」の完成にあたり、ご協力いただいた関係

を選びました。この地

来訪者が体験できる仕掛けづくりを行うなどまちづく

者の方々に感謝するとともに、今後、街なかの回遊性が

ゆかりの“中谷宇吉郎

りへの取り組みが盛んになっています。

高まり、片山津温泉街に賑わいが生まれ誘客拡大につな

博士”の雪の白と、検

がることを期待しています。

番の赤を兼ね備えた木
をシンボルツリーとす

【問合わせ先】

ることにより、この「３

石川県土木部都市計画課街路・都市交通グループ

区通り」を地域の皆様
After

願いを込めています。

TEL

かるた大会

で愛し育ててほしいと

晶子染め

街路樹の｢ソヨゴ｣
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源泉豆腐

:076-225-1758

Email:gairo@pref.ishikawa.lg.jp

■金沢の伝統的建造物群保存地区

■寺町寺院群の形成

藩政期以来、戦禍や大きな自然災害に見舞われるこ

寺町寺院群は、慶長期から延宝期（1596～1681）に

とのなかった金沢には、今なお数多くの歴史的な建造 かけて形成されました。その目的は、軍事的役割や鬼
物、町並み、用水、町割など、城下町特有の貴重な歴 門除け、当時勢力のあった浄土真宗寺院への監視、城
史文化資産が残されています。

下の都市整備などの説があります。小立野台地と卯辰

金沢市内において、特に歴史的な町並みが残る「東 山山麓の寺院群も同時期に形成されており、寺町寺院
山ひがし」、
「主計町」の両茶屋街、寺院群を主体とし 群は三寺院群で最大の規模を誇ります。
た「卯辰山麓」、「寺町台」の４地区は、文化財保護法 ■寺町台地区の町並みの特徴
に基づく重要伝統的建造物群保存地区（重伝建地区）

寺町台地区は、前田家墓所のある野田山に向かって
の

に選定されています。

だ みち

南東に直線的に伸びる旧野田道と、犀川大橋詰を起点
つ る ぎ みち

とし南北に白山麓へと通じる旧鶴来道の２本の街路を
主軸としています。旧野田道沿いには、近世城下町に
よく見られるように直線的な道路に沿って寺社が建ち
の

だ てらまち

並び、
「野田寺町」が形成され、旧鶴来道には、境内地
の通り沿いの一部に寺社門前地として町家が連なり、
いずみでらまち

東山ひがし地区
（平成 13 年 11 月選定）

主計町地区
（平成 20 年６月選定）

奥に寺社を垣間見ることのできる「 泉 寺町」が形成さ
れています。寺町台地区は、特徴の異なる２つの寺町
からなる、全国的にも大変希少な景観を有しています。

卯辰山麓地区
（平成 23 年 11 月選定）

寺町台地区
（平成 24 年 12 月選定）
旧野田道沿いの町並み

旧鶴来道沿いの町並み

蛤坂（妙慶寺前）

六斗の広見

■まちづくりのこれから
今後は、貴重な歴史的町並みを保存していくととも
に、防災面の強化や住みよい環境整備を目指し、住民
の方々と手を携え、国や県の協力を得ながらまちづく
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
TEL:076-220-2208
E-mail:rekiken@city.kanazawa.lg.jp

金沢の主要な町並み保存区域
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Ⅰ．事業の背景

Ⅲ．地域の活性化に向けた取り組み

かほく市の中心市

歩道には、まちの将来を担う子供たちが製作したレリ

街地の目抜き通りで

ーフを埋め込み、建物の壁面を道路境界から１ｍセット

ある都市計画道路「宇

バックすることで、快適な歩行空間が形成されています。

野気ふれあい通り線」

また、協議会では、四季を通じたまちづくり活動

は、ＪＲ宇野気駅にア

に取り組んでおり、地元の子供たちが製作した木工

クセスする主要な道

作品を展示・ライトアップするアート回廊や、冬の

路であるとともに、地

通りを彩るイルミネーションなど、住民のつなが

元市民の生活道路と

り・ふれあいを感じる取り組みが続けられています。

して、また付近の小中
学校の通学路として
重要な役割を担って
います。
事業着手前は幅員
が狭く、歩行者や自転
車が安心して通行で

ｾｯﾄﾊﾞｯｸによる空間の創出

事業平面図

きない状況であり、また、郊外型の店舗に購買客が
流出するようになり、駅前中心部の活力や賑わいが
低下していたことから、空洞化に歯止めをかけ賑わ
いの創出を図るために、平成 10 年度より事業に着手
し、地元住民による「ふれあい通りまち育て協議会」
夏の子供ギャラリー

（以下、協議会）とともに沿道の良好な街並み形成
を図るなど、個性と活気のあるまちづくりに取り組

冬のイルミネーション

Ⅳ．おわりに
平成 24 年 9 月に行われた「完成を祝う会」では、

み、このたび新しい目抜き通りが完成しました。

テープカットや園児による踊りなど、多くの人で賑
わいました。今後、この通りでのまちづくり活動が、

Ⅱ．事業概要
事業箇所：かほく市宇野気地内
事業期間：平成 10 年度～24 年度

宇野気区の賑わい創出はもとより、かほく市の活性
化に大きく貢献できるものと期待しております。

延長幅員：L=450m，W=14m
(車道 3.0m×2，歩道 2.5m×2)

式典列席者によるテープカット

地元園児による遊技披露

【問合わせ先】
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
E-mail：gairo@pref.ishikawa.lg.jp

事業前後の沿道状況
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立地状況

■

建替の基本方針

■

鳴和団地は、金沢市中心部より北東へ約 3.4 ㎞の

鳴和団地建替の基本方針は、少子高齢社会への対

城北地域に位置し、JR 東金沢駅からは 0.7 ㎞の距離

応、多様な家族構成に応じた住戸の供給、コミュニ

にあります。交通の便が良く、教育施設や公共施設

ティ形成への配慮、周辺環境との調和などとし、計

が充実しており、付近には公園や金腐川及び遊歩道

画を進めました。

が整備され、良好な住環境が形成されている地域で

■

施設の特徴

子育て世帯が安心して生活できる住環境とするた

す。

め、集会場、遊歩道、芝生広場を一体的に利用でき
るよう整備し、入居者間のコミュニティ形成を図り
ました。景観計画としては、勾配軒先屋根を採用し、
周辺の旧家の残る街並みに調和する、落ちつきある
景観づくりに配慮しました。敷地内には遊歩道へ繋
がる散歩通路を整備し、住民が手を加えることが出
来る植栽帯も設置しました。
入居者のアンケート結果でも、散歩通路や植栽帯
は好評であり、今後も住宅セーフティネットとして
の県営住宅を適確に供給していきます。
共同住宅

―

■

位置図

―

建替の背景・目的

建替前の鳴和団地（1～4 号棟）は、昭和 38 年度

１期工事

①

２期工事

から 40 年度にかけて建設された鉄筋コンクリート

植栽帯

造 4 階建、84 戸の団地でした。浴室が無く、住戸タ
イプは 31 ㎡程度の 2K であり、設備や間取りは陳腐
②

化したものでした。また、4 割以上が空き家となり、
入居者の 7 割以上が高齢者であるなど、コミュニテ

－ 配置図 －

ィ活力の低下が生じていました。これらの早期改善
のため、建替優先団地として位置づけ、平成 20 年

【問合わせ先】石川県土木部建築住宅課

度に工事着手、平成 23 年度末に全 4 棟 66 戸の建替

TEL ： 076－225－1777

を完了しました。

E-mail：kenjuu@pref.ishikawa.lg.jp

① 散歩通路

② 勾配軒先屋根
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③ LDK

□ 各地のまちづくりリーダーが集結

□ まちづくりリーダーとの意見交換

当センターでは、将来のまちづくりを担う人材育

第２部は、各団体のリーダーと各地のまちづくり

成を目的に、子供達と一緒にまちを知り、考える活

で活躍されている委員の方との意見交換の場とし、

動を支援する「いしかわこどもの未来創造まちづく

苦労した点や今後の問題点など報告よりも一歩踏

り事業」と、地域の風土・食・伝統をテーマとした

み込んだ内容で進んでいきました。会場からは時折

まちづくり活動を支援する「我(和)がまちづくり(い

笑い声もあり、会場は終始和やかな雰囲気でした。

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

▲意見交換の様子

● 開催日：平成２５年２月１７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（１０団体）
・意見交換

□ 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。
・企画の段階からいかに子どもを巻き込むかがポイ
ント。子供達は想像力が豊かなので、その欲求を
うまく引き出し、サポートしてあげることが大事。
・まず、活動を行っている側が一番楽しんで、そこ
に周りの人たちが手を差し伸べてくれるような

▲会場の様子

仕掛けが必要。同時に子ども達が自分の町に心を

□ 県内各地の様々な活動の様子を報告！

寄せ、大人になった時に、その町を元気にしてい

第１部の活動報告では、１０団体が報告を行いま
した。各団体の発表は、バリエーションに富み、ま

けるような環境を作ってあげることも必要。
・困った時はお互い本音で話して、「みんな困って

ちづくり活動の面白さを再認識するような内容で、

いる、けれどもこういった成果があって良かっ

動画や音楽も織り込まれており、見ていて楽しい活

た」という前向きな気持ちを、共有していくこと

動報告となりました。

も大事。

▲子ども達による発表

▲作品を持参しての発表

▲講評を述べる委員のみなさん

▲参加者からの質問の様子

編集協力：石川県都市計画課・建築住宅課
今回は片山津温泉街の「３区通り」について特集しました。街並みの整備に合わせ、

・金沢市

まちの特色を出し、まちの魅力を高める様々な工夫がみられますね。今後、これらが

発行：(財)いしかわまちづくり技術センター

地域の宝となり、さらに魅力的なまちになっていくのが楽しみです。

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

センターだよりではリーダー研修会の様子を紹介しました。来年度もみなさまの活動の
－８－
お役に立てるように取り組んで参りますので、ご活用のほどよろしくお願い致します。

HP http://www.machisen.jp/
発行日：平成２５年３月

