
令和３年１２月 １日 
 

「都市計画道路本町線 完成を祝う会」について 

 

 

 

穴水町の都市計画道路本町線については、無電柱化整備による景観に配慮したまち

なみの形成と防災力向上を図るため、平成１９年度から整備を進めてきました。 

平成２５年３月のⅠ期区間（大町～川島間の２２０ｍ）の完成、平成２９年６月の

Ⅱ期区間（大町地内の１４０ｍ）の完成に続いて、Ⅲ期区間（川島地内の１５０ｍ）

の整備完了により、本町線の整備が完成したことから、このたび、穴水町まちなか再

生協議会の主催による「都市計画道路本町線 完成を祝う会」が執り行われることと

なりましたので、ご案内いたします。 

 

 

【祝う会】 

日  時：令和３年１２月５日（日） 午後１時３０分より 

場  所：穴水町さわやか交流館プルート（鳳珠郡穴水町字大町 地内） 

  主  催：穴水町まちなか再生協議会 

  共  催：石川県 

 

【概 要】 

 都市計画道路本町線 街路事業 

箇  所：鳳珠郡穴水町字大町～川島 地内 

期  間：平成１９年度～令和３年１２月 

内  容：延長Ｌ＝５１０ｍ、幅員Ｗ＝８ｍ 

道路拡幅、歩道整備、無電柱化 

事業主体：石川県 

 

 

 

都市計画課  川畑・折田 

直通 076-225-1758 県庁内線 5210 



日  時：令和３年１２月５日（日）　１３時３０分より

場  所：穴水町さわやか交流館プルート

　　　　 (鳳珠郡穴水町字大町地内)

主　催：穴水町まちなか再生協議会

共　催：石川県

１ 開　式

２ 主催者挨拶 穴水町まちなか再生協議会会長 吉村　多作

３ 挨　拶 石川県知事 谷本　正憲

穴水町長 石川　宣雄

４ 来賓祝辞 石川県議会議員 山口　彦衛

５ 来賓紹介 石川県議会議員 宮下　正博

石川県議会議員 平蔵　豊志

穴水町議会議長 山本　祐孝

穴水町商工会会長 高木　作之

輪島警察署長 石塚　武志

６ 祝電披露 ※読み上げない。受付付近に掲示している旨をアナウンス。

７ 鏡開き 石川県知事 谷本　正憲

穴水町長 石川　宣雄

石川県議会議員 山口　彦衛

石川県議会議員 宮下　正博

石川県議会議員 平蔵　豊志

穴水町議会議長 山本　祐孝

穴水町商工会会長 高木　作之

穴水町まちなか再生協議会会長 吉村　多作

８ 閉　式
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TEL（076）225-1756

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/toshi/top_index.html

　本町線Ⅱ期区間完成後、平成29年10月から、町民

の皆さんが自由に参加して、まちづくりや賑わい創出

に向けた意見やアイディアを出すしゃべり場「ふれ愛

wakuwakuサロン」を開催しています。

　サロンでは、商店街や地元だけではなく、穴水町地域おこし協力隊の

方にも参加していただき、様々な角度から、まちなかの賑わい創出に向

けた検討を行っています。「まちゼミ」や「ハロウィンパレード」など、い

ろいろなイベントに取り組んでますので興味のある方は是非参加して下

さい。

　2007年3月25日、わいわいかきまつりの開催直前

に能登半島地震が発生しました。

　その後いち早く復興再生委員会が発足しました。レ

スキューストックヤード（NPO）、神戸大学、星稜大学、国立工専等々の

方達のお力添えの下、ブレインストーミングや四面会議ののち復興朝市

と命名し、コミュニティを繋いできました。途中からは唄の聴こえる街

をテーマに、「おうたの時間」を主宰する湯口先生の協力で、町民の笑

顔があふれる市になっていきました。

　最近はコロナ禍により、すべてのイベントが時が止まったように開催

を停止してしまっています。今後は流行

り病や景気に左右されないよう、コミュ

ニティを強固なものにしていきたいと

思っています。中心商店街としての役割

は、来てもらうきっかけを増やし、進化

していくことだと思っております。

　10月ハロウィンパレードをやりますよ！

と声をかけるとあちらこちらから集まる仮

装した穴水の子供達、そして大人もわん

ちゃんも。

　穴水町商店街は人、人、人、みんな自慢の仮装をして集ま

ります、そして年々レベルアップ！！いよいよパレード開始、

ワクワクドキドキ自然と笑

顔が溢れる子供達、ジャン

プしたり手を振ったりして

子供の笑顔は最高です。穴

水町に楽しいイベントが１

つ増えました。

『Trick or Treat』

水辺に人が出会い、憩い、育つ

～じんのびなまち～

穴水町まちなか再生協議会

会長／吉村　多作

　かつて「能登銀座」と呼ばれるほど賑わってい
た、ここ穴水商店街も時の流れとともに賑わいが
薄れ、平成19年3月の能登半島地震による被害は
とても大きなものでした。
　私たち「穴水町まちなか再生協議会」では、被災した中心市街地
の復興に向け、まちなみ整備や幹線道路等の賑わいの創出に向け
た協議を進めてきました。
　まちなみの整備も進み、今回の本町線の完成により、ハード整備
は概ね完了しましたが、今後はカフェ・ローエルやふれあいテント市
など、賑わい創出に向けた活動をみんなが一丸となって取り組んで
いく事としています。
　これからも、楽しく明るい「まちなか」となるよう頑張っていきま
すので、よろしくお願いします。

ふれ愛wakuwakuサロン

吉村　扶佐司

ハロウィンパレード

カフェ・ローエル

鈴木　久善

　2005年の夏、ある商店主の「川べりで

缶ビールでも飲みながら映画を見たら気持

ち良いだろうなぁ」という一言から始まっ

たカフェ・ローエル。仲間のアイデアを他のメンバーが協力し

て実現することで成長してきました。2007年の能登半島地

震以降は、被災した町民に元気になってもらうという目的も

加わり、今では夏の風物詩として欠かせないイベントになり

ました。

　2020年、2021年と全国的

なコロナ禍のために中止を余

儀なくされましたが、2022年

はコロナ禍で定着した新しい

生活様式にも対応させつつ、

より充実したイベントとして復

活させたいです。

ふれあいテント市

北川　博幸

※「じんのび」とは、奥能登地域でよく使われている「ゆったり、のんびり」を意味する言葉です。

このパンフレットは再生紙を使用しています。

賑わいの創出に向けた取組

輪島市

珠洲市

のと里山空港

事業箇所
　穴水町

事業箇所
　穴水町

穴水IC

越の原IC

七尾IC
七尾市

羽咋市

徳田大津JCT

石川県

富山県

のと里山空港IC

のと里山海道

能越自動車道

国道159号

都市計画道路

̶ 回遊性の向上と賑わいの創出 ̶

本町線完成

令和3年12月作成

石川県土木部都市計画課

田辺　明美
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穴水まちなか再生までの歩み穴水まちなか再生までの歩み これまでのあゆみ

●平成19年  3月 能登半島地震発生

●平成20年  3月 穴水町まちなか再生協議会設立

●平成20年  9月 穴水町まちづくり協定締結

●平成22年  3月 （主）穴水剱地線完成

●平成22年10月 （都）大町通り線完成

●平成23年10月 穴水町さわやか交流館プルート完成

●平成24年  3月 大町川島地区土地区画整理事業完了

●平成25年  3月 （都）本町線Ⅰ期区間完成

●平成27年12月 道の駅あなみず完成

●平成29年  6月 （都）本町線Ⅱ期区間完成

●令和  3年12月 （都）本町線Ⅲ期区間完成

（都）大町通り線 （H19～H22）

L=160m　W=8m
（都）本町線Ⅲ期 （H29～R3）

（都）本町線Ⅰ期
 （H19～H24）

L=150m　W=8m

L=220m　W=8m

長谷部まつり

整備前

大橋　夜間照明

整備後

（都）本町線Ⅱ期 （H25～H29）

L=140m　W=8m

大町川島地区土地区画整理事業 
（H19～H23）

A=0.67ha

（主）穴水剱地線 （H20～H21）

L=160m　W=8m

穴水町さわやか交流館プルート（H23完）

図書館、多目的ホール　等

全景 図書館

全景 観光物産館

道の駅あなみず （H27完）

穴水町駅前観光物産館、駐車場、トイレ
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「じんのび」なまちなみづくり

　「水辺に人が出会い、憩い、育つ～じんのびなまち～」をコ

ンセプトに住民が主体となり策定したルールに基づき、のん

びりと憩えるまちなみの形成を図っています。

　都市計画道路 本町線は、穴水町の中心商店街を通るメインストリートです。

　穴水小学校の通学路に指定されていますが、幅員が最小5.0mと狭かったことか

ら、安全で安心な歩行空間の確保とともに、緊急車両が円滑に通行できる道路幅員

の確保が求められていました。

　本事業により電線類が地中化され、電柱がなくなったほか、路肩をカラー舗装で

明示し、安全な歩行空間が確保されるとともに、まちづくり協定に基づく、新しいま

ちなみが整備され、賑わいの創出が期待されます。

●路　線　名　都市計画道路　本町線

●事 業 区 間　鳳珠郡穴水町字大町～川島

●事 業 期 間　Ｈ19～Ｒ3

●延長・幅員　L=510ｍ W=8.0ｍ


