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都市計画道路 釜屋谷塚田線の完成
１．はじめに

整備前

都市計画道路 釜屋谷塚田線は、輪島市の中心市街
地を通る重要な幹線道路であるとともに、河井町地内
の「まんなか商店街」においては、沿道に「輪島塗会
館」や「漆の里交流館」などの漆器関連施設が立地し、
輪島市の観光拠点としても重要な役割を担っています。
しかし、当該区間については、これまで車道部に路
肩がなく、大型車の通行に支障をきたすとともに、電
柱により、歩行者の安全な通行が阻害されている状況

・・・・6

整備後

にありました。
このため、県では、道路の拡幅及び無電柱化により、
円滑な交通及び快適な歩行空間の確保と回遊性の向上
を図るため、平成２４年度より事業に着手し、平成
３０年５月に完成いたしました。
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２．事業概要

５．完成を祝う会

さらに、毎年ゴールデンウィークには住民が協力して

路 線 名 ：（都）釜屋谷塚田線（国道２４９号）

のとキリシマツツジの鉢植えを沿道に設置し、賑わいを

事 業 区 間 ：輪島市河井町

創出しています。

地内

平成３０年５月２７日、地元主催で「都市計画道路
釜屋谷塚田線完成を祝う会」が、知事、輪島市長など多
数の関係者列席のもと、盛大に執り行われました。

事 業 期 間 ：H24～H30

祝う会では、会場となった輪島市ふれあい健康センタ

事 業 延 長 ：L=270ｍ

ー駐車場において、通りのシンボル樹となる「のとキリ

事 業 幅 員 ：W=12m

シマツツジ」の除幕式や地元の輪島・和太鼓 虎之介の

（車道 3.0m×2、歩道 2.5m×2
路肩 0.5m×2）

アトラクションが行われ、さらに、沿線の「まんなか商

左：輪島塗の黒・朱を配色した歩道

店街」が運営するふれあい屋台が並ぶなど、賑わいを見

中：キリコ型の街灯

標準断面図

せました。

右：輪島塗などを展示する空間を備えたフットライト

また、沿道建物については、住民が主体となった「輪
島・まんなか漆ロード再生事業まちづくり協議会」を設
立し、伝統的な蔵づくり、浜屋づくりを基本とする、意
匠や形態の基準を定めた「景観まちづくり協定」を策定
し、漆を感じる街なみ景観の形成に取り組みました。

左：沿道住民によって設置されたのとキリシマツツジ
右：事業の完成を記念して植樹されたシンボル樹

４．沿道施設のリニューアル整備
道路の拡幅、無電柱化事業と合わせて、輪島市の観光
拠点として重要な役割を果たす「輪島塗会館」及び「漆
の里交流館」のリニューアル整備が行われました。

都市計画道路釜屋谷塚田線

３．道路整備について

完成を祝う会

道路整備にあたっては、歩道にキリコ型の街灯を設置
するとともに、歩道舗装には日本を代表する漆器である
「輪島塗」をイメージした黒色と朱色を用いたほか、輪
島塗などを展示する空間を備えたフットライトの設置
といった様々な創意工夫を行いました。
「景観まちづくり協定」に基づき建替えされた建物

リニューアルした輪島塗会館

のとキリシマツツジ除幕式

６．おわりに
今後とも、地元の皆様が思いを一つにして、活気あふ
れるまちづくりに積極的に取り組まれるとともに、輪島
塗の魅力を全国に発信し、さらなる賑わいが創出される
ことを期待しています。
【問合わせ先】
石川県土木部都市計画課 街路・都市交通 G
TEL
整備後の夜間景観

整備後
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:076-225-1758

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

リニューアルした漆の里交流館
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■

はじめに

有する沿道サービス用地の創出を図るとともに、西

本地区は、金沢市の中心市街地より北部約 5 ㎞に

部緑道による緑の歩行ネットワークの形成や、利便

位置し、地区の南方には北陸自動車道及び国道 8 号

施設の誘致など金沢西部副都心地域及び臨海地域の

が、北方には（都）臨港線が走っており、県庁を中

新たな基盤を構築しました。

心とした金沢西部副都心の一躍を担う地区であると
北陸信越運輸局
石川運輸支局

ともに、能登方面からの玄関口として計画的かつ有
効な土地利用が望まれる地区でした。
■

事業の概要

施 行 者：金沢市副都心北部直江土地区画整理組合
施行面積：42.8 ㏊
事業期間：平成 18～30 年度
総事業費：9,557 百万円

鞍月文化会館
くらら

― 航空写真（H30.6 撮影）―
― 金沢外環状道路 海側幹線 ―

■

おわりに
事業期間内に鞍月文化会館くらら及び北陸信越運

輸局石川運輸支局が施行地区内に整備されました。
今後、さらに住宅地や商業施設など充実した都市
機能が整備されるとともに、地域の活性化のみなら
ず、金沢市の発展に大きく寄与するものと確信して
います。
― 西部緑道と直江町西屋広場 ―

【問合わせ先】
金沢市都市整備局市街地再生課市街地整備係

地域高規格道路である金沢外環状道路海側幹線の

TEL

整備による広域アクセス機能の改善や良好な環境を

：076-220-2676

E-mail：shigaichi@city.kanazawa.lg.jp
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■

はじめに
白帆台団地建設事業は、建替時期を迎えた鶴ケ丘

団地の一部を、内灘町北部に位置する白帆台地区へ
移転し建替えを行う事業です。
建替え事業では、鶴ケ丘に 120 戸、移転先の白帆
台に 90 戸、これにあわせて内灘町も白帆台に町営住
宅 21 戸を整備し、合計 231 戸を整備します。

―
白帆台団地

外

観

―

建設工事（第１期）

■

内灘町と共同で整備を行うことから、平成 29 年
11 月に、知事、内灘町長が列席する、県営住宅建設

鶴ケ丘団地

工事では初めての起工式を行いました。

―

■

位 置 図

―

白帆台団地の整備方針

―

起工式

―

―

杭打ち

―

建設工事は、平成 30 年の大雪による遅延もありま

白帆台団地は、周辺と美しい街並みとの調和を図り、
子育て・ファミリー世帯向けとして、県営住宅と町営

したが、その後順調に進み、平成 30 年 7 月に 30 戸

住宅あわせて 111 戸を整備する予定です。

が完成し、同年 9 月から入居を開始しています。

＜周辺景観との調和＞

【建設工事（第 1 期）概要】
工事期間

平成 29 年 11 月～平成 30 年 8 月

内の電線類はすべて地中化、建物は木造２戸の長屋と

構

木造 2 階建てまたは平屋建て

し、平屋と２階建てを組み合わせることで単調な住棟

整備戸数

周辺の戸建住宅との街並みの調和を図るため、団地

造

30 戸（15 棟）

に変化を持たせるほか、瓦屋根や県産材を活用します。
＜ファミリー向け住戸＞

■

間取りは、2LDK や 3LDK と広めにすることで、

おわりに
平成 31 年度は第 2 期工事 30 戸に着手し、内灘北

子育て世帯などにも配慮した・ファミリー向け住宅

部地区の発展と住宅セーフティネットとしての県営

となっています。

住宅整備に努めていきたいと考えています。

また、３～４棟ごとに共有の広場を設置すること
で、世代間交流や子ども・高齢者の見守りが入居者
間で自然発生的に行われていくことを促しています。
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【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

■ 石川県都市計画マスタープラン

■

都市計画マスタープランは、概ね２０年後の都市

見直し内容

見直しにあたっては、
「個性、交流、安心を実現す

の姿を示した将来の都市づくりの指針であり、全体

る地域主体の持続可能なまちづくり」の理念のもと、

における都市計画の基本的な考え方を示す「石川県

５つの目標と１０の方策（図２）を定めました。
主な視点としては、無秩序な市街地拡大を抑制し、

の都市計画に関する基本的な方針」と県内を４つの
地域に分けた「広域都市圏マスタープラン」、各都

集約型都市構造を促進すること、高齢者など交通弱

市ごとの都市計画の考え方を示す「都市計画区域マ

者に対する交通環境の向上、また、近年多発する自

スタープラン(都市計画区域の整備、開発及び保全の

然災害を踏まえ、ハード・ソフトが一体となった災

方針(法定計画)」の３つから構成されています（図１）。

害に強くしなやかなまちづくりの強化や増加する空
き地、空き家の適正な管理と利活用として、空き家
等の流通促進や老朽ビルの再生に努めていくことを
方針として定めています。

図１

■

図２

石川県都市計画区域

石川県都市計画マスタープラン

見直しの背景
■

これまでの都市計画マスタープランは、平成１６

おわりに（新たな取組み）

今後、市町間の連携強化、広域的な視点が必要で

年５月に策定したものであり、策定より約１０年が
経過するとともに、本県における本格的な人口減少、

あることから、計画の改定に合わせ新たに県と市町

少子高齢化社会の進展や頻発する大規模災害、北陸

で構成する「広域都市圏都市計画連携協議会」を設

新幹線金沢開業による状況の変化に対応するため、

立し、関係市町が意見交換、情報共有を行う場を設

平成２７年度に改定された県の長期構想等を踏まえ、

け、市町間の枠を越えた広域的な視点でのまちづく

見直しを行いました。

りをより推進していく体制を整えました。

【問合わせ先】石川県土木部都市計画課
TEL : 076-225-1757

E-mail : toshikei@pref.ishikawa.lg.jp
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□ 各地のまちづくりリーダーが集結

□ 認定証交付式

当センターでは、“将来のまちづくりを担う子ども

活動団体へ今後の活躍の期待を込め、認定証交付式が

たちと一緒にまちを知り、考える活動を支援する「い

行われました。

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）」
”の２事業により、地域のまち
づくり活動への助成を行っています。
今回、活動団体からの報告と、各地でご活躍されて

▲ 認定証交付式

いる方々と意見交換を行う「まちづくりリーダー研修

□ 意見交換会

会」を開催しました。

第２部では、第１部の活動報告を聞いた参加者が、発
表団体への質問や、「まちが今何を必要としているのか。

□ 開催の概要

自分ができることは何か」というテーマに対する、それ

● 開催日：平成３１年２月１６日（土）
● 場

所：石川県勤労者福祉文化会館２Ｆ

● 内

容：【第１部】まちづくり活動報告（６団体）

ぞれの思いなどを付箋紙に書き出し、それを取り上げる
形で意見交換会が進められました。様々な方から活発な
意見が出ましたが、委員からは、
「数字にこだわらず、み

【認定証交付式】

んなが満足したのか、子どもたちは達成感を得られたの

【第２部】意見交換会

か、など定性的な要素を目標に活動した方がよいのでは。」
との言葉もありました。今回の研修会で得たヒントや、
団体間の交流により、更に活動の広がりが生まれること
を期待しています。

・

▲ 意見交換会の様子

□ 参加者の声
・地域の良さを生かした活動発表を聞き、大変参考にな
りました。

▲ 研修会の様子

・結果として地域（まち）づくりとなり、更に子どもの

□ 県内各地の様々な活動の取り組みを報告

健全育成につながっていると思います。

第１部の活動報告では、今年度助成した６団体から

・石川のまちを守り未来に続けられるような企画、事業

取り組んだ内容について報告がありました。活動団体

等が続き、発展していくことを願っています。

の作品等も会場に並び、地域ならではの思いや、体験

【研修会の様子を見てみたい。そんな方へお知らせ】

活動などから得られた事を、自分たちの地域へつなげ

リーダー研修会報告資料をお届けします。当センター

たいという熱意が伝わる報告となりました。

へお問い合わせ下さい。
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当センターでは、まちづくりに関する様々な活動をサポートしています。今回は、サポート内容のご紹
介と当センターの移転について、お知らせします。

まちづくりの啓発や普及をしています

○いしかわ地域の魅力創造まちづくり事業

まちづくりに関するシンポジウムや研修会の

地域の風土・食・伝統をテーマにした継続的な

開催、県内の市町や自治会・住民団体等の要請に

まちづくり活動を支援しています。

お応えした、専門家派遣などにより、まちづくり
活動をサポートします。
・街並み・まちづくりシンポジウムの開催
・まちづくり研修会の開催
・まちづくり専門家の派遣

まちづくりに関する情報を提供します
○まちづくり関連図書の貸出（まちづくりライブラリー）
○まちづくり活動団体・組織リストの充実
○広報誌「いしかわまちづくり View」の発行
○ホームページやフェイスブックを活用したまちづくり活動の紹介
▲ まちづくりシンポジウム

▲ まちづくり研修会

まちづくりに関する様々な

住民主体のまちづくり活動をサポートします

情報を発信しています。

まちの未来の担い手であるこどもたちの育成や、

石川直江庁舎に移転します

元気な住民と元気なまちをつくりだすことを目的

この度当センターは、石川県直江庁舎の完成に伴

に、住民が主体となって行うまちづくり活動やまち
づくり学習に対する活動費用を助成しています。

い、この春より幸町庁舎から直江庁舎に移転するこ

○いしかわこどもの未来創造まちづくり事業

ととなりました。晴れた日には空が映り込む美しい
建物です。お近くにお越しの際は、是非お立ち寄り

こどもたちが主役となり、まちを知り、考える活

下さい。

動を支援しています。

編集協力：石川県(都市計画課、建築住宅課)、
今回は、「都市計画道路 釜屋⾕塚⽥線の完成」について特集しました。
通⾏の⽀障を解消するだけでなく、街並みの整備に地域の特⾊を組み込み、
魅⼒を⾼めていくことはまちづくりにとって重要であると改めて感じました。
当センターでは、新たな地域の拠点となる新庁舎への移転を機に、さらに

金沢市
発行：公益財団法人
いしかわまちづくり技術センター
TEL:076-239-1616 FAX:076-239-1606

皆様のまちづくりにお役に⽴てるよう取り組んでまいりますので、お気軽に

HP : http://www.machisen.jp/

お問い合わせください。

発行日：平３１年３月

○我（和）がまちづくり
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