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～第 15 期（2005.6～2006.5）北陸ブロック活動報告～ 

 
都市環境デザイン会議ｉｎ富山 

日 時：2006 年 5 月 27 日（土）・28 日（日） 

参加者：19 名（横山裕、稲葉実、島津勝弘、大丸英

博、柳原恭順、北原良彦、小泉普、谷明彦、土

田義郎、水野一郎、森俊偉、吉田洋、埒正浩、

加藤哲男、玉森慶三、吉田真由美、他 3名） 

 

● 発表会 

日時： 5 月 27 日（土）13：30～16：00 

会場：インテックビル タワー111 2 階会議室 1 

○発表タイトルと発表者 

１．JUDI 北陸公募プロジェクト「市民の目線に立

った金沢パブリックアートプロジェクト」 

  金沢工業大学環境・建築学部教授 土田義郎氏 

２．「岩瀬地区等のまちづくり推進啓発事業による

市民参画について」 

  ㈱森俊偉＋ARCO 建築・計画事務所 吉田洋氏 

３．「東岩瀬の景観まちづくりに当って」 

  金沢工業大学環境・建築学部教授 森俊偉氏 

４．「新潟市萬代橋周辺地区における景観形成」 

  新潟観光コンベンション 横山裕氏 

５．「町家を活かしたまちづくり」 

  ㈱日本海コンサルタント 埒正浩氏 

６．「加賀橋立の歴史保全」 

  金沢工業大学環境・建築学部教授 谷明彦氏 

７．「古建築の再利用と現代デザインの共生」 

  金沢工業大学環境・建築学部教授 水野一郎氏 

 

 
 
 
 

● 北陸ブロック連絡会議 

日時： 5 月 27 日（土）16：00～16：45 

○議 題（協議結果の詳細は別紙参照） 

・ＪＵＤＩ全国総会・発表会の北陸開催について 

7/15（土）・16（日）に金沢で定例総会・フォ

ーラム・モニターメッセ・懇親会・発表会、17
（月・祝）に富山でオプショナルツアーを開催す

ることが決定しました。北陸ブロックの皆さんは

極力ご参加とご協力をお願いします。 

・美しい都市ランキングについて 

 ４県８都市分について、各県のご担当者に評価

表を作成していただきました。調整の上提出し、

７月の発表会でランキングが発表されます。 

・広報 北陸特集について 

今夏発行予定の広報の執筆者を分担しました。 
 

● 懇親会 

日時： 5 月 27 日（土）18：00～20：00 

会場：越中膳所 海の神山の神 

会議のあとは、城址公園前の隠れ家的（？）な

お店に会場を移して懇親会を開催。富山の旬の魚

介と地酒を楽しみました。 
また、盛り上がってきたところで一人ずつ恒例

の近況報告。最近、新潟勢の参加が少ないことか

ら、来期は新潟での開催を約束しました。 
 

 
 
 
 

ＪＵＤＩ 
JAPAN URBAN DESIGN INSTITUTE 

都市環境デザイン会議 

北陸ブロック 

満寿泉はなくて

ちょっと残念。

その想いは翌日

へ続く･･･！？ 



 
● ＬＲＴ＆岩瀬視察 

日時： 5 月 28 日（日）9：00～13：00 

会場：富山駅北～岩瀬 

・4 月 29 日に開業したばかりの富山ライトレール

「ポートラム」。全国初の本格的ＬＲＴと言われ、

電停はたくさんの人で賑わっていました。 

・ポートラムは、ＪＲの赤字ローカル線・富山港線

を活用し、富山駅北―岩瀬浜間約 7.6km を公設民

営型で第三セクターが運営しています。 

・車両デザインや電停の広告を手がけた島津さんの

解説で、ポートラムに乗っていざ岩瀬へ― 

・岩瀬では、東岩瀬駅から岩瀬浜駅間を散策し、旧

北国街道に面した回船問屋が建ち並ぶ街並みや、

ガラス工房などに再生された蔵、桝田酒造店を見

学し、人気のそば処丹生庵で手打ちそばを堪能し

ました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
都市環境デザイン会議ｉｎ福井 

日 時：2005 年 12 月 10 日（土）・11 日（日） 

参加者：16 名（横山裕、稲葉実、島津勝弘、柳原恭

順、円満隆平、谷明彦、土田義郎、徳本修一、

水野一郎、吉田洋、埒正浩、加藤哲男、川上

洋司、坂田守正、玉森慶三、吉田真由美） 

 

● ＪＵＤＩ北陸ブロック第 15 期総会 

日時：12 月 10 日（土）13：00～13：45 

会場：福井商工会議所ビル 国際ホール 

○議題 

・第 14 期活動報告・収支報告について 

全会一致で承認されました。 
・第 15 期活動計画・収支計画について 

全会一致で承認されました。 
各県で自主活動をする場合は、必要な活動費を

事務局へ申請してください。 
・公募制プロジェクトの応募について 

北陸ブロックとして「市民の目線に立った金沢

パブリックアートプロジェクト」を応募し、採用

されました。ＪＵＤＩ石川が中心となって活動し

ていきます。 
・全国定例総会の北陸ブロックでの開催について 

ＪＵＤＩの定例総会が地方でも開催されるこ

とになり、その第一弾として、来期の総会が北陸

で開催されることになりました。 
・北陸ブロック 次期幹事について 

現在のブロック幹事（谷明彦先生）の任期は２

年間で、今期で終了となるため、次期幹事につい

て協議しました。 
順番的には次は福井となりますが、会員数が少

ないことなどから、協議の結果、谷先生がもう２

年間（2006.6～2008.5）務めることとし、次々

期（2008.6～）を福井で担当することとしました。 

ポートラム内部 
洗練されたデザインのポートラム

岩瀬の町家の修復に取

り組む大工の棟梁新迫

弘康さんにご案内いた

だいて、岩瀬の街並み

を見学 

満寿泉の造り酒屋・枡田

酒造店では、杜氏を目指

す池田智子さんの解説

で、酒蔵見学と大吟醸の

試飲をさせていただきま

した。二日越しの念願達

成！？ 



 
● 公開フォーラム 

～北陸における新幹線駅 

周辺の都市環境デザイン～ 

日時：12 月 10 日（土）14：00～16：30 

会場：福井商工会議所ビル 国際ホール 

参加者：会員 15 名、他約 40 名 

○事例報告 

１．「新潟駅立体交差化事業」 

  新潟観光コンベンション 横山裕氏 

２．「新幹線整備で広がるＬＲＴの可能性」 

  株式会社三四五建築研究所 柳原恭順氏 

３．「金沢駅周辺のまちづくり」 

  金沢工業大学環境・建築学部教授 水野一郎氏 

４．「福井県における新幹線をにらんだ駅周辺整備構想」 

  福井大学工学部建築建設工学科教授 川上洋司氏 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
● 懇親会 

日時：12 月 10 日（土）19：00～21：00 

会場：休暇村越前三国 

越前海岸の見晴らしのよい高台に建つ休暇村

へ移動し、旬の越前がにづくしの料理と、各県か

ら持ち寄った地酒や特産品をいただき、大満足の

懇親会となりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

● 三国散策 

日時：12 月 11 日（日）9：30～13：00 

会場：三国湊界隈 

越前の玄関口、経済の要港として発達した三国湊

を散策しました。町家や寺院など、古い街並みが残

るなか、三国港魅力づくりプロジェクトが進行中で、

ジェラート店や倉庫を改装した三国湊座は、子ども

や若者を含め、たくさんの人で賑わっていました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

皆さんかにを食

べている時は静

かです･･･ 

徳本さん主催で利き酒

大会を開催。加藤先生、

島津さん、徳本さんが

見事当てられました！
後半は全体でデ

ィスカッション。

新幹線駅を中心

とするまちづく

りのあり方や並

行在来線の活性

化、地域連携など

について議論し

ました。 

福井新聞 

（Ｈ17.12.11 朝刊） 

三国湊の繁栄を思い起

こさせる旧森田銀行本

店（県内最古の鉄筋コ

ンクリート造建築、登

録有形文化財）。左官の

マーブル塗り仕上げの

円柱が目を引きます。

町家の並ぶ街

並みを散策 



 
公募型プロジェクト 

市民の目線に立った 

金沢パブリックアートプロジェクト 

～市民の目利きを高め、未来の旦那衆を期待して～ 

・ＪＵＤＩの公募型プロジェクトで採用された上記

プロジェクトを進行中です。 

・プロジェクトメンバーは、土田義郎先生、上坂達

朗さん、鍔隆弘先生（新会員、金沢美術工芸大学

助教授）を中心に、金沢工業大学の学生さんや金

沢市民の方にご協力いただいています。 

・2006 年６月４日（土）には、ＪＵＤＩ会員や市

民グループなど約 30 名で、金沢市中心部に設置

されているパブリックアート 32 作品を点検しま

した（下記新聞記事）。 

・今後は、調査結果をとりまとめ、2006 年７月 16

日のＪＵＤＩ発表会で報告するほか、市の「まち

なか彫刻設置委員会」にも意見書を提出する予定

です。 

 

 
北國新聞（Ｈ18.6.4 朝刊） 

 
●都市環境デザイン会議ｉｎ金沢のスケジュール 

７月 15 日（土） 

○石川県教育会館 

12：30～14：00 第 16 期定例総会 

14：30～16：45 金沢都市環境デザインフォーラム 

17：00～19：00 モニターメッセ 

○金沢エクセルホテル東急 

19：15～21：15 懇親会 

７月 16 日（日） 

○石川県立生涯学習センター 

9：30～16：00 発表会 

７月 17 日（月/祝） 

9：00～12：00 オプショナルツアーｉｎ富山 

（ポートラム乗車、岩瀬散策） 

 

●北陸ブロックの第 16 期の活動予定 

 ◇金沢都市環境デザインフォーラム 2006 

日 時：2006 年７月 15 日（土）14：30～16：45 

テーマ：地域遺伝子を活かした景観づくりを読む 

会 場：石川県教育会館 ３階ホール 

※ＪＵＤＩ定例総会の金沢開催に合わせて、北陸ブ

ロックで主催するフォーラムです。 

 ◇都市環境デザイン会議ｉｎ新潟 （予定） 

（ＪＵＤＩ北陸ブロック第 16 期総会） 

日 時：2006 年冬頃 

会 場：新潟県 

 ◇都市環境デザイン会議ｉｎ石川 （予定） 

日 時：200７年春頃 

会 場：石川県 

 

※活動・その他について、ご意見・情報をお寄せください。 
 

【お問合せ先】 
都市環境デザイン会議北陸ブロック 

幹 事●谷 明彦（金沢工業大学） 

TEL076-294-6714／FAX 076-294-6707 

E-mail dr-tani@neptune.kanazawa-it.ac.jp 

事務局●埒 正浩・吉田真由美 

（㈱日本海コンサルタント） 

TEL 076-243-8258／FAX 076-243-0810 

E-mail m-rachi@nihonkai.co.jp 


