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1．はじめに
新潟市は、日本海、信濃川・阿賀野川の両大河、福

島潟、鳥屋野潟、ラムサール条約登録湿地である佐
潟といった多くの水辺空間や、角田山や秋葉山、遠
く望む五頭連邦の山々などの自然に恵まれ、それら
自然景観を通して、美しい四季の移り変わりを日々
実感することのできる人口約 82 万人、面積約 726 
km2 の都市です。

江戸時代に北前船の日本海側最大の寄港地として
栄えたことから、安政 5（1858）年にアメリカ・イ
ギリスなど 5 か国との間に結ばれた修好通商条約に
より、函館・横浜・神戸・長崎とともに開港五港の
一つに指定され、世界に開かれた「みなとまち」と
して歩んできました。

国際空港である新潟空港や特定重要港湾である新
潟港、上越新幹線、北陸自動車道を始めとする高速道
路網など充実した都市基盤を整えていると同時に、
国内最大の水田面積を有する大農業都市でもあると
いう特徴を持ち、高度な都市機能と自然環境とが調
和し共存する「田園型政令指定都市」、 それぞれの地
域の力を大切にし、市民と行政とが協働でまちづく
りを進める「分権型政令指定都市」など、かつてな
い政令指定都市を目指しています。

信濃川河口部上空より市街地を望む

2．中心市街地の概況
本市の中心市街地はその歴史的な経緯から、「古町

地区」「万代地区」「新潟駅周辺地区」「万代島地区」
の 4 つの地区に区分されます。

新潟湊が繁栄を極めていた時代から商業・業務の
集積地であった「古町地区」は、百貨店などの大型
店と老舗小売店が中心となって、市外、県外からも
買い物客が訪れる商店街です。新潟県内でも随一の
規模を誇るオーバーアーケードは、古町 5 番町～ 7
番町までの延長約 500 m を覆い、冬季に雨や雪の多
い本市にあって、商店街で快適に過ごすためには欠
かせないインフラとなっています。また市民の間で
はかつては‘まちに行く’とは‘古町に行く’と同
義であったほど、本市の顔となっている地区です。

一方、昭和に入って大規模な商業開発が進んだ
「万代地区」は、百貨店や大規模集客施設が集積す
る商業地区です。大型店や立体駐車場が隣接してい
る構造を活かし、各施設の二階部分をペデストリア
ンデッキで結んだことにより、信号や段差を気にせ
ず各施設間及び地区内を回遊でき、人気ブランド
ショップも多いことから若い人にとって人気の高い
地区です。

また、「新潟駅周辺地区」は陸の玄関口である新潟
駅を中心に大手事業所の本・支店など業務系機能が
集積し、ビジネス街の様相を呈している一方、近年
では既成市街地の再開発も進んでいます。
「万代島地区」は準工業地域であるとともに臨港

地区です。近年、都市における港の役割が見直され、
賑わいを生む空間としての整備が進んでおり、特に
平成 15 年にオープンした朱鷺メッセ（複合コンベン
ション施設）は、年間 40 万人以上が訪れる拠点機能
を担っています。

新潟市中心市街地活性化基本計画について

新潟市都市政策部まちづくり推進課　三條　達也
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3．新たな基本計画の策定
これまで中心市街地の活性化については、平成 12

年 3 月に策定した「新潟市中心市街地活性化基本計
画」に基づき、様々な活性化策を推進してきました。
しかし、歩行者通行量や居住人口の減少など、依然
として厳しい状況にあり、政令指定都市に相応しい
中心市街地の形成や、新潟らしい魅力あるまちづく
りが求められてきたことから、これまでの基本計画
の趣旨を踏まえつつ、今まで以上の活性化策や特色
あるまちづくりを推進するため、新たな基本計画を
策定しました。

4．中心市街地の区域
旧基本計画においては、3 つの商業核である古町

周辺地区、万代周辺地区、新潟駅周辺地区を包含し、
計画的な土地利用の下で活性化を図る観点から、都
市計画上の「商業地域」、容積率が 300％以上の「近
隣商業地域」、港湾区域（準工業地域）である「万代
島地区」を中心市街地（約 510 ha）と設定し、広く
事業を展開してきました。

JR
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区域図

新たな基本計画においては、旧基本計画において
中心市街地として設定した約 510 ha のうち、「商業
地域」及び「万代島地区」の約 261 ha を、早急に活
性化を図ることで、その効果が周辺地域にも波及し
ていくことが期待できる「重点活性化地区」とし、
基本計画における「中心市街地」として設定しまし
た。

また、旧基本計画で中心市街地に含まれていた「近
隣商業地域」については、「重点活性化地区」の魅力
を補完するとともに、その活性化効果を吸収するこ
とで、新たな活性化が期待できる地区として「活性
化推進地区」と位置付けました。

5．中心市街地活性化の基本方針
今後の中心市街地の活性化に向け、5 つの基本方

針を設定しました。

①世界に開かれた交流、賑わいづくり
交流、賑わいの拠点整備や商業・業務機能の集積

促進、訪れた人に分かりやすい都市サイン整備など
を図るとともに、「みなとまち」として実感できるま
ちづくりを推進します。

②官民の協働による満足度の高い、魅力的な商業空
間づくり
商店街における誘客活動を積極的に支援します。

また、商店街に不足する業種を誘致し、商店街として
のポテンシャルを向上させるテナントミックス事業
や、歩道における段差の解消や老朽化したアーケー
ドの改築など、快適かつ楽しく買物をできる環境整
備を官民挙げて推進していきます。

③徒歩や自転車、公共交通を軸とした回遊性の高い
まちづくり
歩道段差の解消やカラー舗装化など、誰もが歩き

やすい歩行空間の整備を進めるとともに、レンタサ
イクルの利用も促進します。また、バスや電車を始
めとする公共交通機関の充実も欠かせず、より使い
やすく、使い勝手の良いものとなるよう推進してい
きます。
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④便利で居心地の良い暮らしの場づくり
魅力的な住環境の整備、またそれにともなう歩き

やすい歩道の整備など、様々な人が暮らしやすい環
境づくりを推進するとともに、歴史や自然環境と調
和した、景観に配慮したまちづくりを進めていきま
す。また、市民生活をサポートする公共公益施設の
設置や分かりやすい案内表示の整備など、まちなか
が便利で使い勝手の良い場所となる取り組みを推進
します。

⑤中心市街地ならではの働く場づくり
小売業や飲食業、サービス業はもちろん、イン

ターネットを活用した情報産業や、コールセンター
など情報処理サービス業など都市型産業の立地を推
進し、商業・業務機能の集積を促進します。また、低
廉な家賃で店舗を開設できるミニチャレンジショッ
プや IT 技術を活用したベンチャー企業向けの立地
促進事業を引き続き行い、新規に商売を始めようと
する人のリスクを軽減し、新たなビジネスチャンス
を提供できる場として推進していきます。

6．中心市街地活性化の目標
基本方針を踏まえ、3 つの目標を設定しました。

①賑わい・交流の促進
「たくさんの人で賑わい、交流が生まれる中心市街

地の形成」

《数値目標》　歩行者通行量の増加

平成 18 年
約 11%の増加

平成 24 年

156,998 人 174,000 人

②まちなか居住の促進
「みなとまちの歴史が薫る、人に優しく、暮らした

くなる中心市街地の形成」

《数値目標》　居住人口の増加

平成 19 年
約 12%の増加

平成 24 年

16,295 人 18,300 人

③都市型雇用の創出
「たくさんの人が働き、良質なサービスを提供する

中心市街地の形成」

《数値目標》　第 3 次産業従業者数の増加

平成 18 年 約 1,000 人
（3%）の増加

平成 24 年

32,691 人 33,700 人

7．主な事業
基本計画には目標を達成するために、57 事業を位

置づけています。以下に主な事業を紹介します。

①まちなかお宝解説板整備事業
まちなかに眠る小さなお宝にスポットを当て、そ

のいわれや由来を解説する案内板を設置することに
より、楽しいまち歩きや回遊性の向上を図ります。

願隨寺のお宝解説板

②新潟駅南口第二地区第1種市街地再開発事業
本市の陸の玄関口である新潟駅の南口に、住宅

（237 戸）や商業施設などを備えた 3 棟で構成される
複合施設を整備し、賑わいと魅力のある定住・就業・
交流空間の創出を図ります。
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新潟駅南口第二地区完成予想図

③新潟駅周辺整備及び連続立体交差事業
連続立体交差事業や幹線道路事業による駅南北の

地域の一体化や、踏切渋滞の解消、シンボルとなる
駅舎や駅前広場の整備により、賑わい・交流の促進、
回遊性の向上を図ります。

新潟駅舎の模型写真

④上古町商店街アーケード再整備事業
景観や照明に配慮したアーケードを再整備すると

ともに、商店街のまち歩きをサポートする「街の案
内人」や「ベロタクシー」など魅力向上のための事
業も実施し、「楽しく歩ける」商店街として、来街者
の増加と都市型雇用の創出を図ります。

アーケード完成予想図

⑤古町どんどん
古町地区の複数の商店街及び百貨店が連携して、

大道芸やバンド演奏などのパフォーマンス、各種屋
台の出店などを実施することにより、賑わいや交流
の促進を図ります。

古町通りでの大道芸
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⑥NIIGATA光のページェント
新潟駅南口の「けやき通り」において、約 200 本

のケヤキを約 26 万球の電球で装飾し、冬の新潟を暖
かい明かりで彩ることにより、賑わいや交流の促進
を図ります。

けやき通りのイルミネーション

8．おわりに
基本計画では、中心市街地に「来る人」、「住む人」、

「働く人」の増加を目指しています。この三者は中
心市街地が都市の中心核としてあり続けるため、ま
た、本市が将来にわたり活力ある都市としてあり続
けるためには、なくてはならない存在です。

都市の郊外化により衰退傾向にあった中心市街地
に「人」を呼び戻し、賑わいと活気あふれる本市の

「顔」を取り戻すため、今後も住民や事業者と連携を
図り、効果的な事業の追加実施など、さらなる活性
化策の推進に取り組んでいきます。

（さんじょう　たつや）


