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○はじめに

金沢駅西広場は、平成３年に土地区画整理事業によ

り開設されました。しかし、その後の社会情勢やニー

ズの変化に伴い、都市景観の充実、駅周辺の賑わい創

出、広場内のバス・タクシー・一般車両の輻輳による

渋滞の緩和、これまで以上のバリアフリー化といった

諸問題への対応が求められていました。

そこで、金沢の重要な交流拠点として、広場機能の

充実を図り、利用者の快適性や利便性を向上させると

ともに、新しい金沢（駅西新都心）の玄関口にふさわ

しい都市景観の創出を目的として、再整備を行いまし

た。

「金沢駅西広場の再整備事業」 完成！ 

水と緑と空～日本海に開く“時間
と き

と自然”の空間デザイン～

－１－



○整備のポイント                                    

【玄関口にふさわしい顔づくり】 

① 駅西地域の玄関口に 

ふさわしい景観の形成 

② 駅とまちの賑わいをつなぐ 

歩行空間の確保      

③ 集い・憩い・賑わいを   

創出するたまり空間の確保 

 

 

 

○デザインコンセプト 

【明るく開放的なデザイン】 

・コンコース出入口から各乗降場をつなぐ 

キャノピー(ひさし)やシェルターは 

シンプルなデザインとし、明るく開放的 

な空間を創出しています。 

・｢川・大地・森や草原｣などの 

｢自然の風景｣を広がりのある歩行空間 

の中で表現しています。 

 

【玄関口としての演出】 

・能登産のノトキリシマツツジを植栽し、 

日本海・能登に向けた玄関口を演出 

しています。 

 

【金沢駅西周辺の原風景を表現】 

・金沢駅西周辺に、かつて広がっていた 

ハス田やススキなどによるのどかな 

原風景を表現しています。 

 

【金沢の｢和｣の雰囲気、 

クラフト創造都市のイメージを表現】 

・金沢の｢和｣の雰囲気を古くから金沢の背景 

を担っていた竹林や戸室石などで表現しています。 

・世界に認められた金沢箔などの技法を粋な演出 

 として採用することで、｢クラフト＆フォークアーツ｣ 

の情報を発信しています。 

 

 

【交通機能の充実】 

① 駅西地域の発展に対応した    

施設規模の確保 

② 円滑な交通機能の確保 

③ わかりやすく利用しやすい 

広場施設の整備 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 

 

      

      

      

      

      

 

【人や環境にやさしい広場】 

① 歩行空間のバリアフリー整備 

② 緑豊かな環境空間の整備 

③ 環境負荷低減への取組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○おわりに 

今後は、金沢の玄関口にふさわしい人・モノ・情報の重要な交流拠点として、 

平成２７年春に予定されている北陸新幹線開業との相乗効果により、都市機能 

の向上や賑わい創出に寄与するものと期待しています。 

舗装イメージ

【問合わせ先】 

金沢市都市整備局都市計画課  TEL   :076-220-2353 
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■ はじめに 

 粟津温泉地区は、周辺の温泉地とともに加賀温泉郷

を形成し、小松市唯一の温泉観光地として発展し今日

に至っています。 

 小松市では、平成 18 年からまちづくり交付金事業

により、粟津温泉の活性化を目的に、新総湯の改築整

備、足湯公園の整備、舗装の美装化の整備を、また「街

なみ環境整備事業」により、道路に面する家屋の修景

事業等をすすめてきました。 

 

粟津温泉総湯 

 

足湯公園 

 

■ 粟津演舞場 

粟津演舞場は昭和８年の竣工以来、様々なイベント

企画を提供し、地元の活性化に寄与しました。 

しかしながら僅か１０年で軍需工場に転用され、戦

後は芝居小屋として復活することなく用途が変転し、

人々から次第に忘れ去られていきました。 

その演舞場が解体されようとしている中、演舞場の

存在を知った有志が粟津温泉の活性化に再び寄与する

可能性を求めて、修復及び利活用事業の活動に取り組

みました。 

 

芝居小屋を復活させたいという機運が高まるなか、

平成２５年に景観重要建造物第１号として小松市の指

定を受け、「街なみ環境整備事業」の一環として整備さ

れました。 

温泉街のシンボルのひとつとして、賑わい創出の貢

献に期待されています。 

   

粟津演舞場外観（改修後） 

入母屋造の大屋根の左右に喫煙室の千鳥破風を4突き出

し、１階中央に起り破風の木戸口が開きます。こうした

外観は本格的な芝居小屋の姿であり、現存する芝居小屋

では南加賀で唯一残在しているものです。          

 

粟津演舞場内部（改修後） 

客席と近い舞台や花道、二階の桟敷席などが再現され

ています。 

 

  
【問合わせ先】 

石川県小松市都市創造部まちデザイン第２課 

 TEL:0761-24-8096/E-mail:toshi@city.komatsu.lg.jp 
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■ 経緯 

 都市計画道路専光寺野田線（主要地方道金沢美川

小松線）は、北陸自動車道金沢西インターチェンジ

や国道 8 号から金沢市の中心部に連絡する代表的ア

クセス路線となっています。 

 このうち、増泉交差点から野町・広小路交差点間

約１ｋｍを金沢市中心部へのエントランス区間と位

置づけ、金沢市の表玄関としてふさわしい調和のと

れた魅力あるまちづくりの推進を図るため、平成 9

年度から、無電柱化事業を進めています。 

平成 21 年度までに、増泉交差点から白菊町交差点

の延長Ｌ＝８２５ｍ（Ⅰ期・Ⅱ期区間）の整備が完

了しており、平成 22 年度に、残る野町広小路交差点

～白菊町交差点間の延長Ｌ＝１８０ｍ（Ⅲ期区間）

について事業着手しました。 

このたびⅢ期区間が５年の事業期間を経て完成し

ましたので、その内容を報告します。 

 

■ 事業概要 

路 線 名：(都)専光寺野田線 

（主要地方道金沢美川小松線） 

 事業区間：金沢市白菊町～野町地内 

 事業期間：平成２２年度～平成２６年度 

 事業延長：Ｌ＝１８０ｍ Ｗ＝２０ｍ 

（歩道幅３ｍ×両側）電線類地中化 

 事 業 費：３６９百万円 

 

 

 

 

■ 道路の空間形成 

 ・沿道を彩る歩行区間整備 

  歩行空間の整備にあたっては、周辺の道路景観

（国道 157 号、にし茶屋街）に配慮した洗い出し

コンクリート舗装や緑が鮮やかなハマヒサカキの

植樹に加え、冬期間の安全性を確保するため無散

水消雪を設置しました。 

 

 

 

 

 

 

 

・無電柱化にまちづくり活動 

  整備にあわせ、地元まちづくり協議会が主体とな

り、沿道のにぎわい創出に向けた取り組み行い、

通りを訪れる観光客へのおもてなし向上のため地

区マップの作成や、長い坂道の途中で一息つける

「いっぷく処」の整備などを行いました。 

 

 

 

 

 

 

■ おわりに 

今回の完成により、増泉交差点～野町広小路交差

点間が全線無電柱化されたこととなり、にし茶屋街

や寺町寺院群などの観光地に近接している当地区に、

安全で安心な歩行空間が整備され、回遊性の向上や

沿線の活性化に大きく寄与するものと期待しており

ます。 

 
【問合わせ先】 

石川県県央土木総合事務所都市施設課 

      TEL   :(076)241-8379 

      E-mail:e250113@pref.ishikawa.lg.jp

整備前 整備後

地区マップ 

沿道景観 

にし茶屋街 

事業箇所図

いっぷく処 
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■ 立地状況 

額団地は、金沢中心部より南西へ約 5 ㎞の市街地

外縁部に位置し、北陸鉄道石川線の額住宅前駅の側

にあります。扇台小学校や高尾台中学校の教育施設

や南ヶ丘病院や老人保健施設なでしこの丘など福祉

医療施設が充実しており、山側環状道路にも近く、

利便性の高い立地となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 建て替えの背景・目的 

建て替え前の額団地（44・45 号棟）は、昭和 39

～40 年度に建設された鉄筋コンクリート造 4 階建、

56 戸の団地でした。建設から 45 年以上経過してお

り老朽化が著しいこと、浴室が無いこと、住戸面積

が狭く間取りも陳腐化していること、環境負荷低減

施策やバリアフリー化対策などの新たな社会的課題

に未対応であることから建て替え優先団地として位

置づけ、平成 23 年度に工事着手、平成 25 年度末に

2 棟 64 戸の建て替えを完了しました。 

 

 

 

 

 

 

 

■ 基本方針と施設の特徴 

額団地建て替えの基本方針は、少子高齢社会への

対応、地球温暖化対策の推進、周辺環境への配慮な

どとし、計画を進めました。 

施設の特徴は、高齢者が暮らしやすいように共用

空間をバリアフリー化し、コミュニティプラザやデ

イサービス等の送迎・待合スペースを設置しました。

また、安心して子育てができるように、対面キッチ

ンや大きめの浴槽を設置した子育て対応住戸（３Ｌ

ＤＫ）も配置しました。 

環境対策としては、外断熱工法による冷暖房負荷

の軽減や、スケルトンインフィル工法による将来的

な社会的課題への柔軟な対応など、ライフサイクル

コストを抑えました。また、分棟配置による近隣住

宅への圧迫感の軽減や日本瓦による勾配屋根など周

辺環境へも配慮しました。 

今後も住宅セーフティネットとしての役割を担う

県営住宅の供給に努めてまいります。 

 ― 位置図 ― 

― 配置図 ― 

① ② 

― ① 額 45 号棟 全景 ― ― ② 額 44 号棟 広場 ― ― ③ 対面キッチン ― 
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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 



列席者による鏡開き（竣工式） ライトコート

鉄道録地広場

 

 

■建設の背景 

 「コンセールのと」は、平成 17 年 3 月に廃線となった

「のと鉄道」旧宇出津駅跡地を有効的に利活用するため、

交通拠点施設、観光情報施設の他に、宇出津公民館と

中央図書館を移設し、観光と地域交流を合わせた、文

化・交流・ふれあいのまちづくりの拠

点として建設し、平成 26 年 4 月 25 日

にオープンしました。 

■建設概要 

◎建設場所 能登町字宇出津ト字 29 番地 2 

◎構   造 大規模木造２階建 

◎面   積 延床面積 1,996.61 ㎡ 

〔１階〕 図書室、能登観光情報ステーションたびスタ、 

バス待合所、２４時間公衆トイレ、ライトコート、トイレ、EV 

〔２階〕 公民館事務室、会議室３室、和室会議室、調理

実習室、トイレ、多目的ホール 

■施設紹介 

内部には、観光情報案内や特産品販売、飲食エリア

を備えた「能登観光情報ステーションたびスタ」を配置し

たほか、中央図書館と宇出津公民館を移設しました。 

正面玄関から続くフロアは、明るく開放的な吹き抜け 

 

 

 

 

空間の「ライトコート」となっ

ています。前庭部分には,

町木の「もちの木」をシンボ

ルツリーとして配置しました。

施設背後地には、かつての

線路跡地に、鉄道レールを

イメージした「鉄道緑地広

場」を整備しました。 

■環境配慮 

施設の環境面の配慮とし

て、地場産材を多く使用し、

地産地消に取り組みました。

（柱等には能登ヒバを使用） 

また、地中熱を利用したクール＆ヒートトレンチ、雨水

の一部をトイレの洗浄水として再利用するシステムを導

入しました。屋根には太陽光パネルを設置し、施設や広

場、駐車場の照明は、LED 照明を数多く採用し、環境と

省エネに配慮しました。 

■おわりに 

「コンセールのと」の完成

は、過去と未来を繋ぐ場所、

また、人が集う場所として、

潤いのある新しいシンボルと

なっており、今後、新たな交

流と賑わいの創出が図られ

ることを期待しています。 

たびスタ（物産販売）

【問合せ先】石川県能登町 建設課 都市整備係 

TEL   : 0768-76-8304 

E-mail: kensetsu@town.noto.lg.jp

たびスタ（観光情報）

※コンセールとは、バロック音楽においてフランス式の管弦楽

組曲を指す用語で、組曲とは、いくつかの楽曲を連続して演奏

するように組み合わせ並べた意味です。 
また、音楽会という意味合いから、多くの人が集まるコンサー

トのように、この施設に「集う」ことを期待し、愛称を「コン

セールのと」と決定しました。 

－６－ 



 『(公財)いしかわまちづくり技術センター』は今

年度もまちづくりに関する様々な事業を展開する

予定です。ここでは、今年度予定している事業につ

いてご案内します。 

 

 

○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

は、ホームページに掲載されております。お気軽に

お立ち寄り下さい。 

 

○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。 

（ホームページ掲載） 

 

 
○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。 

 

○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 5 件のまちづくり活

動に助成します。 

 

○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 4 件のまちづくり学習に活

動に助成します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○まちづくりリーダー研修会 

・各事業で助成した団体の活動報告と意見交換会を

開催します。 

 

○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

す。 

 

○街並み・まちづくりシンポジウム 

・今年度は１０月に小松市での開催を予定していま

す。 

 

 県や市等から公共事業に係るまちづくり協議会

の運営業務を受託し、まちづくりに関する調査、計

画等の立案を行っております。 

 

 

 

 

 

 
 
 

まちづくり情報の提供 

まちづくり支援業務の受託 

まちづくりの啓発・普及活動 

▲ こどもの未来創造まちづくり事業 

▲ まちづくりリーダー研修会 

▲ まちづくり支援 ▲ シンポジウムの開催支援 

－７－ 

▲ 我(和)がまちづくり事業 

▲ 専門家の派遣 

 

今回は、⾦沢駅⻄広場の再整備事業について特集しました。平成２７年春に予 

定している北陸新幹線開業に向け機運が⾼まる中、⾒違えるような変貌を遂げた 

⾦沢駅は、きっと⽯川県の素敵な⽞関⼝になることでしょう。 

 当センターでは、皆様が⾏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っておりますので、是⾮お気軽にお問い合わせ下さい。 
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