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都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 28 ha

平成 23 年度　～ 平成 27 年度 平成 23 年度　～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単　位 基準年度 目標年度

％ 平成２２年度 平成２８年度

人／12ｈ 平成１８年度 平成２８年度

分 平成２２年度 平成２４年度3.3
車椅子による駅南北横断
所要時間の短縮

駅南広場から駅北広場までの車椅子の利用による所要時間
踏切平面横断から自由通路による鉄道線路のオーバーパスによ
る立体横断により所用時間の短縮を図る

8

25

駅周辺踏切横断歩行者数 駅南北を往来する１日あたりの鉄道踏切横断歩行者数
松任駅を中心として、鉄道で分断された南北市街地の一体化を推
進することで、周辺の踏切の横断歩行者数を減少させる。

381 310

公共交通の利便性に関する満足度 駅周辺公共交通の利便性に関する満足度
本体施設整備と合わせてグレードを上げることにより顔づくりと利
便性向上の効果により市民にとって満足できるよう整備を図る。

18

１．白山市の玄関口としての駅周辺の顔づくり
　白山市の玄関口として相応しくまた、景観形成を先導するグレードの高い顔づくりが必要である。
２．駅周辺のバリアフリー化の促進
　駅利用者の利便性向上に向けた広場や公衆トイレ整備を推進する。

【白山市総合計画】
　公共施設のバリアフリー化促進、鉄道の便利性、正確性を再確認し、利用促進の啓発と駅及び駅周辺の利便性向上に努める。松任駅の南北を結ぶ自由通路整備と整合した１２万都市の表玄関に相応しい橋上駅舎を推進するとしている。
【白山市まちづくり計画（新市建設計画）】
　市の施策の一つである「利便性が高く住み良い快適なまちづくりの推進」の中で、本地区に関して、”松任駅周辺の既成市街地では、土地区画整理事業などによる駅前広場やシンボルロードなどの整備、公共施設などの充実”、”鉄道利用者の玄関口
となる駅について、駅機能の強化を要請し、公共交通機関との連絡性に配慮した駅前広場の整備”を進めるとしている。
【白山市都市計画マスタープラン】
　地域別構想の中で、本地区に関して”松任駅を,本市の中心として相応しいまちづくりを推進”とし、南北駅前広場や南北をつなぐ自由通路、橋上駅など、総合的な駅前空間の創出により、鉄道の利便性向上を図ることとし、バスにおいても松任駅を結節
点として公共交通の利用促進を図るとしている。

指　　標 定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 石川県 白山市
は く さ ん し

松任
まつとう

駅
えき

周辺
しゅうへん

地区
ち く

計画期間 交付期間 27

【大目標】白山市の交通アクセス拠点となる松任駅周辺を土地区画整理事業と併せて整備し、白山市の顔となる玄関口づくり
　　　目標１：松任駅を中心として、鉄道で分断された南北市街地の一体化を図るべく駅周辺の顔づくりとしての整備を行う。
　　　目標２：駅周辺のバリアフリー化として整備し利便性向上を図る。
　　　目標３：松任駅を交通結節点として、駅周辺の機能強化を図る。

　松任駅周辺は、平成１７年２月に１市２町５村の合併により誕生した白山市の中核をなす松任地域において、中心市街地に立地するJR松任駅の南側及び北側に位置する。　南側においては、「松任城址公園」などの歴史施設が存在し、また以前は商
店街にも近いことから中心市街地として賑わいをみせていた。近年、郊外型店舗の進出により中心市街地の賑わいが郊外へと変わり、活性化の見直しに迫られていることから南側においては各種公益施設を集約し再整備を図るべく市施行による松任駅
前地区土地区画整事業を平成１４年から行っている。
　北側においては、駅に近いにも関わらず田園地帯として比較的開発が抑制されてきたが、駅に隣接する立地状況を生かし組合施行による松任駅北相木地区土地区画整理事業を平成１６年から行っている。
また、松任駅南北駅前広場を土地区画整理事業にて整備し、新幹線新設工事と併せて駅の橋上化及び南北の駅前広場を繋ぐ自由通路の整備を行っている。

　今回、松任駅を中心として松任駅周辺の土地区画整理事業と北陸新幹線整備に併せて、白山市の玄関口として、また駅周辺の顔づくりとしての整備と交通結節点として利便性向上のための整備が急務となっている。



都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

方針に合致する主要な事業
整備方針１：土地区画整理事業と一体となった駅周辺の骨格づくり
・駅南北を接続する自由通路整備等に併せて魅力的でインパクトのある白山市の玄関口として相応しい施設整備 →自由通路線整備(グレードアップ分)（基幹事業：高質空間形成施設）

→モニュメントの設置（基幹事業：高質空間形成施設）

整備方針２：白山市の玄関口として駅周辺の利便性向上

・松任駅周辺のバリアフリー化の促進

・松任駅利用の利便性向上に向けて、観光案内所等の整備を行う。

→駅南広場シェルター整備（基幹事業：高質空間形成施設）
→駅北広場無散水消雪整備（基幹事業：高質空間形成施設）
→駅北広場シェルター整備（基幹事業：高質空間形成施設）
→駅北広場歩道照明整備（基幹事業：高質空間形成施設）
→自由通路内トイレ整備（基幹事業：高質空間形成施設）

→観光案内所整備（基幹事業：高次都市施設）
→駅北広場連絡通路等整備（基幹事業：高質空間形成施設）
→自転車駐車場整備（基幹事業：地域生活基盤施設）
→歩行者用通路整備(基幹事業：高質空間形成施設)
→緑地整備(基幹事業：地域生活基盤施設)
→大型バス駐車場整備(地域創造支援事業)

・



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

－

道路（都市再構築戦略事業）

公園 －

公園（都市再構築戦略事業）

古都及び緑地保全事業

河川 －

下水道 －

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 自転車駐車場 白山市 直
N=263台
　+280台

24 26 24 26 39.7 39.7 39.7 39.7

緑地 白山市 直 A=460㎥ 26 26 26 26 23.0 23.0 23.0 23.0

高質空間形成施設 白山市 直
L=128m
W=4.5m

21 24 23 24 100.4 100.4 100.4 100.4

白山市 直 N=3箇所 23 24 23 24 78.0 78.0 78.0 78.0

白山市 直
駅南A=7,500㎡
駅北A=9,100㎡ 14 26 23 26 278.4 278.4 278.4 278.4

白山市 直
L=60m
W=4.0m

26 26 26 26 10.0 10.0 10.0 10.0

高次都市施設 白山市 直 N=1箇所 24 24 24 24 5.0 5.0 5.0 5.0

中心拠点誘導施設

生活拠点誘導施設

高齢者交流拠点誘導施設

既存建造物活用事業（中心拠点誘導施設） －

土地区画整理事業 －

市街地再開発事業 －

住宅街区整備事業 －

市街地再開発事業 －

バリアフリー環境整備事業 －

優良建築物等整備事業 －

拠点開発型 －

沿道等整備型 －

密集住宅市街地整備型 －

耐震改修促進型 －

街なみ環境整備事業 －

住宅地区改良事業等 －

都心共同住宅供給事業 －

公営住宅等整備 －

都市再生住宅等整備 －

防災街区整備事業 －

合計 534.5 534.5 534.5 534.5

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

白山市 直
N=10台

A=1,380㎡
26 26 26 26 30.0 30.0 30.0 30.0

白山市 直 － 27 27 27 27 2.0 2.0 2.0 2.0

－ 0.0

－ 0.0

－ 0.0

合計 32.0 32.0 32.0 32.0
合計(A+B) 566.5

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度

松任駅北相木地区
土地区画整理組合

国土交通省 A=17.9ha ○ 平成16年度 平成27年度 4,300.0

白山市 国土交通省 A=7.5ha ○ 平成14年度 平成27年度 11,486.0

合計 15,786.0

松任駅北相木地区土地区画整理事業 松任駅北相木地区

松任駅南地区土地区画整理事業 松任駅南地区

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査

事業実施効果調査

－

地域創造
支援事業

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

大型バス駐車場整備

－

0.0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

－

－

－

－

－

－

－

－

住宅市街地
総合整備
事業

－

－

－

－

－

－

－

－

消雪施設
シェルター施設
モニュメント

駅前広場内施設整備

歩行者用通路整備

観光案内所整備

自転車駐車場整備

緑地整備

自由通路整備
（グレードアップ分）

自由通路内トイレ整備

－

－

－

－

－

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 566.5 交付限度額 226.6 国費率 0.400



市街地整備

計画の名称 1 松任駅周辺地区都市再生整備計画

計画の期間 平成23年度　～　平成27年度　（5年間） 白山市交付対象

A‐1 都市再生整備計画
松任駅周辺地区 (28ha)



公共交通の利便性の満足度 （　％　　） 18 （Ｈ２１年度） → 25 （Ｈ２８年度）

駅周辺踏切横断歩行者数 （人/12ｈ） 381 （Ｈ１８年度） → 310 （Ｈ２８年度）

車椅子の駅南北横断所用時間 （　分　　） 8 （Ｈ２２年度） → 3.3 （Ｈ２８年度）

松任駅周辺地区（石川県白山市）　整備方針概要図

目標
白山市の交通アクセス拠点となる松任駅周辺を土地区画整理事業と併せて整備

し、白山市の顔となる玄関口づくり

代表的な

指標

基幹事業

提案事業

関連事業

凡 例
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