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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1．上越市の中心市街地
新潟県の南西部に位置する上越市ではこれまで、

JR高田駅周辺、JR直江津駅周辺地区の両地区に、商
業、文化、教育、公共施設などが集積し、市の中心
として市並びに周辺地域の人々の生活や産業・経済
活動に深く結びついてきました。現在も、両駅周辺
には鉄道やバスなど公共交通機関、ホテルや商店、
郵便局や銀行などの都市機能が集まっております。
高田地区は江戸時代初期に都市計画的に整備された
城下町であり、当時から商業・文化・教育の中心で
あり、直江津地区は JR 信越本線、北陸本線、ほく
ほく線の鉄道 3線が乗り入れているほか、周辺に重
要港湾直江津港や大手企業の工場群を有する町とし
て発展してまいりました。しかし、車を中心とした
ライフスタイルの変化や、それに合わせた郊外型店
舗の相次ぐ進出などにより、高田・直江津の両中心
市街地では活力の低下が著しく、人口の減少や空き
店舗が増加しているのが現状であります。このため、
国の支援を得ながら中心市街地の活性化を図ってい
こうと、上越市では高田駅周辺と直江津駅周辺の 2
地域を中心市街地と位置付け、活性化に向けた基本
計画を作成し、高田地区については、昨年 11 月に
内閣総理大臣の認定を受け、活性化に効果のある事
業の実施を民間事業者や商店、まちづくり団体や住
民、関係機関の方々とともに取り組んでいるところ
であり、直江津地区も認定を目指し計画の策定を進
めております。

2． 上越市中心市街地（高田地区）
活性化基本計画について

高田地区は北国街道の宿駅としても賑わいをみ
せ、商業、経済、文化、教育等の中心地として栄え
てまいりました。現在も商店や公共・公益施設など
の都市施設が集積し住宅も密集しておりますが、高
度経済成長にともない高田や直江津の周辺部を中心
に区画整理や道路整備などによる市街地開発が行わ
れた結果、市街地の面積は最近 30 年間で 1.6 倍に拡
大することとなり、なおかつ日本全体が近代史上例
のない人口減少社会を迎え、超高齢化社会を迎えよ
うとしています。上越市も商業施設や病院などが郊
外に立地し、車がなければ生活しにくい拡散型の都
市構造になって参りました。このまま、人口が減少
しまちが拡大すると生活利便性の低下、公共サービ
スの低下、都市経営コストの増大、生活空間として
の魅力の喪失、環境負荷の増大などが考えられます。
そのため、都市機能の拡散に歯止めをかけ、都市機
能が集積した、アクセスしやすい求心力のある「生
活拠点」をつくる必要があり、生活拠点として中心
市街地を再生しコンパクトで持続可能なまちづくり
を目指すことといたしました。高齢者を含めた多く
の人にとって暮らしやすいまちを目指して、様々な
都市機能がコンパクトに集積し、アクセスしやすい
「歩いて暮らせるまちづくり」を、都市の個性や歴史
を活かしながら進めていくこととしております。

 3．中心市街地の区域
高田地区の区域は高田駅周辺の 143ha とし、まず

はこの地域を中心に活性化を図り、その影響を周囲
へも拡大していきたいと考えております。

新潟県上越市　中心市街地活性化推進室　小池　兼一郎

上越市の認定中心市街地活性化基本計画について



54  Vol.63 No.6 2009  SHINTOSHI

連　載

①	雁木のまちなみと朝市、町家等歴史資源、寺町寺
院群など、来訪者の回遊性向上が図られる区域

②中心商店街である本町商店街並びに高田駅前通り
の魅力向上を図れる区域
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4． 高田地区の現況と基本計画の
基本方針・目標・主要事業

高田地区中心市街地の現況として、まちを歩く人
が急激に減少し高田の主要 3地点での平日における
歩行者数の比較では、平成 10 年には 1万 2 千人ほ
どいた歩行者が平成 20 年には 8千人余りと減少し、
小売販売額も平成10年に約253億円であったものが
平成 20 年には約 143 億円に、居住人口も平成 10 年
には約 8,400 人から約 7,200 人に減少しております。
こうした状況に歯止めをかけ、街の活性化を図って
いくため、高田地区では、街の資産である『歴史文
化の活用』や『にぎわいと魅力ある商店街づくり』、
『安全で快適な暮らしの創出』の 3点を活性化の基本
方針とし、数値目標を設定して目標達成のために官

民が一体となって具体的な事業の展開を図っていく
ことといたしました。

4－①　歴史と文化の活用
『歴史と文化の活用』では、高田小町等の町家や日
本一の延長を誇る雁木、築 100 年の現役の映画館・
高田日活の活用や朝市など、こうした歴史的・文化
的資源を結んだ街の回遊性を、まちづくり団体や市
民の皆さんとともに高めていきたいと考えておりま
す。具体的取り組みとして、高田日活の保存利活用
や浄興寺大門通りの活性化検討、雁木整備の補助な
どを計画に位置付けております。

活性化の基本方針と主な事業（１）

① 歴史と文化の活用 ～ 歴史資源を活用した回遊性の向上を図る

○ 高田小町等の町家や歴史的建

造物、雁木のある町並み、朝市を

結ぶ街なか回遊の推進

○ ６０余か寺が並ぶ寺町と結んだ

街なか回遊の促進

○ 高田日活及び周辺利活用の検

討 など

○ 寺町まちづくり協議会・・・寺院群

をいかしたまちづくり活動を推進

○ 浄興寺大門通りまちづくり協議

会・・・浄興寺大門通りの景観形成

や歴史をいかしたまちづくり

○ あわゆき組・・・町家などを利用

した甘味処の開設や角巻姿での町

家巡りなどを開催 ほか

【市民の取組の主な事例】

4－②　賑わいと魅力ある商店街づくり
○	賑わいと魅力ある商店街づくりでは、高田駅前通
りと本町通りが交差する中心的位置にある旧高田
共同ビルと周囲を含めた 0.5	ha で、スーパーなど
の生活の基盤となる生鮮三品を扱う店舗のほか賑
わいや交流の場となる飲食や公益施設、車で街に
来る人のための駐車場や居住促進のための住宅整
備を図り、街の集客力や利便性を高めていこうと
するものであります。また、旧高田共同ビルと市内
唯一の百貨店である大和上越店の間を 2核 1モー
ルに見立て、商店街と事業者が連携・協力し地域
全体で街の魅力向上を高めていくほか、本町 3丁
目も含め、個々のお店の創意工夫、四季を通じた
イベントの開催と充実などにより、まちの情報を
発信し、賑わいを高めてまいります。また、まち
づくり団体や地域住民の皆さんとの連携により取
組の広がりを図り、街のにぎわい拡大を図ってい
きたいと考えております。一方、仲町地区では旧
高田中劇会館跡地整備事業が計画されていること

中心市街地の活性化の目標

３３つつのの目目標標

（１） まちのにぎわいの向上

（２） 商店街の魅力の向上

（３） 街なか居住の推進

（３）

（２）

（１）

8,451人

25,351百万円

12,096人
※ ただし３地点

過去の数値（Ｈ10）

10,00010,000人人
（＋（＋1,6191,619人）人）

8,381人
歩行者交通量（自転車を
含む）(６地点の合計の平
日･休日の平均値）

14,14,400400百万円百万円
（＋（＋107107百万円）百万円）

14,293百万円
※ 推計値

年間商品小売販売額

7,7,292900人人
（＋（＋3232人）人）

7,258人居住人口

目標値目標値(H(H2525))現況値（H20）目標指標

各目標の達成度を測るため
「目標指標」を設定
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から、こうした事業との連携や、県が整備された
街なかウォーキングロードの活用による歩行者の
増加にも努めていきたいと考えております。

活性化の基本方針と主な事業（２）

② にぎわいと魅力ある商店街づくり ～ ２核１モールによるにぎわい創出

まちを回遊する 

本町商

店街 

ロワジール
ホテル

活性化

複合型

核施設

市内外から 

集客 

街が 

にぎわう大和 

上越店 

核施設の整備 

活性化のイメージ活性化のイメージ

【２核１モールの再構築】

○ 旧高田共同ビルの再生と大和上越店

周辺の活性化を図り、その間をモールに

見立てて活性化の核とする。

○ モールにおいては城下町高田花ロード

や越後・謙信ＳＡＫＥまつりなど、イベントの

充実と情報発信によりにぎわい創出を図る。

さらに、まちづくり団体や地域住民との連

携による取組の拡大を図る。

【中心市街地の魅力向上に資する事業】

○ 仲町地区との連携・・・旧高田中劇会館

跡地整備事業

○ 寺町地区との連携・・・大和上越店周辺

活性化と連携した浄興寺大門寺通りの活

性化の検討 など

まちを花で飾る「城下町・高田花ロード」

高田本町商店街は中小企業庁の「新・がんばる商店街 77
選」にも選出されました

4－③　安全で快適な暮らしの創出
市街地に住む人の利便を高め、居住人口の低下に

も歯止めを欠けていくため、街中での住宅相談を計
画に位置付け、高田盲学校跡地に整備された上越市
福祉交流プラザや寺町でのサンクス高田自在館など
の福祉施設整備、既存のシニアセンターの活用など
も計画に位置付け、住みやすい環境づくりを図って
いきたいと考えております。

活性化の基本方針と主な事業（３）

③ 安全で快適な暮らしの創出 ～住む人の利便性を高める

街なかウォーキングロード活用事業

街なか居住相談事業

○ 街なかに不足している生鮮食品店

等の誘致（旧高田共同ビル再生事業）

○ 高田駅前通りと寺町方面を結ぶ自

由通路（将来構想）の検討

○ 街なかウォーキングロードの活用や

雁木整備補助による安全・快適で楽し

いまち歩きの実現

○ 街なか居住者の住宅改装や居住環

境向上に向けた住宅相談の実施

○ 都市福利施設の整備（上越市福祉

交流プラザやサンクス高田自在館）と

高齢者の交流の場づくりの促進（シニ

アフリーマーケットやシニアセンターの

運営等） など

中心市街地の活性化は、地域や市民、街づくり関
係者など、多くの方々の参加や取組がなくては実効
性が上がらないことから、今後も街の皆さんととも
に街の活性化に努めていきたいと考えております。

○	高田地区活性化イメージ図
…本町商店街や高田小町がある本町 6丁目など、

本町通りを中心に周囲との連携を図りながら、街の
回遊性向上や、賑わいの向上を目指してまいります。
（こいけ　けんいちろう）
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