■特集

七尾市万行地区土地区画整理事業の完成

・・・・1

■あのまち、このまち“まちづくりめぐり”
金沢らしい夜間景観創出事業におけるライトアップ整備 ・・・・3
第 28 回いしかわ景観大賞について
■センターだより
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１

はじめに

①【成巽閣】

「夜間景観アクションプログラム」で設定したル

ＬＥＤ投光器にて正門、辰巳長屋を照射し、ＬＥＤ

ートにおいて、連なりのある魅力的な夜間景観を創

ライン照明にて辰巳長屋基壇部等を照射しています。

出し、夜間のまちの回遊性を高めるため、平成３０
年度から歴史的建造物などの景観資源のライトアッ
プ整備事業を展開しています。
令和３年度は、本多の森周辺の成巽閣、金沢城公
園周辺の白鳥路フラワーガーデンのライトアップを
行いました。
２

事業概要
金沢らしい夜間景観整備計画の基本方針等に基づ

き、整備を進めるための事業計画を示した「夜間景

▲ 成巽閣のライトアップの様子

観アクションプログラム」を平成３０年３月に策定

②【フラワーガーデン】

しており、本プログラムに基づいて平成３０年度か

ＬＥＤ投光器にて池周辺の樹木等を照射しています。

ら夜間景観照明設備の整備を進めています。
【平成30年度実績】
・金沢駅鼓門
・大手堀
・北國銀行武蔵ヶ辻支店
【令和元年度実績】

▲ 金沢駅鼓門

・尾﨑神社
・尾山神社
・白鳥路
・黒門前緑地
【令和２年度実績】

▲ フラワーガーデンのライトアップの様子
▲ 尾﨑神社

・広坂石垣

４

・桜橋

今後も旧城下町区域内に残る歴史的建造物などの

・石伐坂

景観資源のライトアップ整備を計画しています。

・新桜坂緑地

広く市民や来訪者に金沢の夜の風情を楽しんでい
ただけるよう、金沢らしい夜間景観創出事業を進め

▲ 桜橋

３

おわりに

整備概要

ていきたいと考えています。

○整備地
①成巽閣

金沢市兼六町１番２号

【問合わせ先】

②フラワーガーデン

金沢市丸の内地内

金沢市都市整備局景観政策課
TEL:076-220-2364

○照明デザイン監修
株式会社近田玲子デザイン事務所

E-mail:keikan@city.kanazawa.lg.jp

近田玲子氏
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１

はじめに
「いしかわ景観大賞」は、県民の皆様の景観形成に対する意識を高めることを目的に、良好な景観の形成に

顕著な活動を行った団体又は個人を顕彰するもので、今年で 28 回目となります。県民お一人お一人の景観づ
くりの取組みが、ひいては地域の個性を磨き、品格を高め、交流人口の拡大や地域の活性化に大きな効果をも
たらすと考えています。
２

受賞作品（第 28 回いしかわ景観大賞・景観賞）

いしかわ景観大賞
■国立工芸館
所 在 地／金沢市出羽町
選定理由／
明治期に建築された国登録有形文化財の建築物等を移
築・活用し、昭和期に撤去された部分を RC 造で復元し、
２つの建物が違和感なく整備されている。
外観は今回の移築改修に伴い判明した建築当時の色を再
現し、明治の華麗な雰囲気が再現されており、歴史文化
が積層した地域の風格ある景観を形成している。
受賞者／【事業者】石川県、金沢市

【設計者】(株)山岸建築設計事務所

【施工者】真柄・高田・共栄特定建設工事共同企業体、長坂・川元特定建設工事共同企業体、岡・本田特定建設工事共同企業体

いしかわ景観賞
■和倉温泉湯っ足りパーク・ウォーターフロント魅力向上事業
所 在 地／七尾市和倉町ひばり１丁目
受 賞 者／【事業者】一般社団法人ななお・なかのとＤＭＯ
【設計者】谷重義行建築像景

【施工者】（株）戸田組

選定理由／和倉温泉の入り口にある公園の景観を阻害する広告物等の移設、
遊歩道の整備やベンチの設置など様々な再整備をすることで、
海の眺めの素晴らしい、人々が憩い、集まる場を創出している。
■金沢港クルーズターミナル

所 在 地／金沢市無量寺町
受 賞 者／【事業者】石川県、金沢市

【設計者】（株）浦建築研究所

【施工者】豊蔵･北川･髙田･ﾑﾗｼﾞ特定建設工事共同企業体
選定理由／港の景観と建物がうまく調和しており、金沢港の新たな玄関口
としてふさわしい、にぎわいの拠点として、新たな景観を形成
している。
■山中温泉こおろぎ橋

所 在 地／加賀市山中温泉こおろぎ町～山中温泉下谷町
受 賞 者／【事業者】加賀市

【設計者】（株）国土開発センター

【施工者】ダイド建設（株）
選定理由／架け替えが行われた橋は、四季折々の日本の情緒を演出し、渓
谷の橋として周囲と調和した魅力ある景観を形成している。
【問合わせ先】
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石川県土木部都市計画課 TEL:076-225-1759

■ まちづくりに必要な視点や考え方を学ぶ

■ 事例発表

いしかわまちづくり技術センターでは、住民主体の

その後、県内各地でまちづくりを行っている３団体の

まちづくり活動への支援や、シンポジウム・研修会の

方々から最新の取り組みについて事例発表をしていただ

開催など、まちづくりに関する様々なサポートを行っ

きました。
発表の中では、
「コロナ禍で思うような活動が出来ない

ております。
今回、その一つとして、参加者が今後のまちづく

中でも、常に前向きな地域の子どもたちに背中を押して

りに必要な視点や考え方を共有し、お互いに学び合

もらった」
「観光産業が大打撃を受けているが、コロナ後

う場とすることを目的とした「まちづくり研修会」

を見据え、今後の旅行形態（屋外、少人数等）に合わせ

を開催しましたので、ご報告いたします。

たツールを作成中」等の前向きなお話をいただき、参加
者からも「刺激を受けた」
「今後自身が行っている業務で

■ 開催の概要

も参考にしたい」などの感想が寄せられました。

開催日：令和４年１月１４日（金）
場 所：石川県直江庁舎４階会議室

【参考】事例発表タイトル及び発表団体

内 容：基調講演及びまちづくり活動団体による事

○「の〱一宿（ののいちしゅく）103 匹のとらネコ作戦」

例発表（３団体）

ボランティアガイトののいち里まち倶楽部
（野々市市）

テーマ：
「ポスト・コロナ時代のまちづくり

○
「ディープな地域資源を見える化する ブラっと能登島
ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」 能登島地区地域おこし協力隊（七尾市）

～地域で今なにができるのか～」

○
「大本山總持寺開創 700 年に向けて～地域でつくる
『總
持寺と共に栄えた寺下』～」

■ 基調講演

総持寺通り協同組合（輪島市）

はじめに、
（株）アスリック代表取締役の濱 博一様
より「アフターコロナのまちづくり」と題してご講演
をいただき、
「道の駅のと千里浜」や県外の最新の地域
づくりの事例を交えながら、地域間競争に勝ち避密時
代に選ばれるまちとなるための縁職住の考え方や地域
ブランディング等について、大変分かりやすくお話し

▲▲事例発表（野々市市）
事例発表（野々市市）

▲▲ 事例発表（七尾市）
事例発表（七尾市）

いただきました。

▲ 事例発表（輪島市）
▲会 場

▲講 演

今回は、
「七尾市万⾏地区⼟地区画整理事業の完成」について特集しました。事業の完
成によりハード的な部分のまちが整備されました。これからが持続的な発展に向けた地
域づくり・まち育てのスタート︕︕安⼼して暮らせる魅⼒あるまちから、⼦どもたちの
笑顔と笑い声があふれるのが楽しみですね。
当センターでは、皆さまのまちづくり活動を⽀援するとともに、まちづくりに関する
情報発信に努めています。是⾮、お気軽にお問い合わせください。
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▲ 質疑応答

