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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 568 ha

平成 20 年度　～ 平成 24 年度 平成 20 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

人 平成19年度 平成24年度

％ 平成19年度 平成24年度

人／5年 平成19年度 平成24年度

　大目標　　：　周辺の公共公益施設を活かした居住環境の提供を図り、快適なまちづくりを実現する。
　　目標１　：　公共施設の整備により、交通の利便性、地域の安全性、生活の快適性の向上を図る。
　　目標２　：　快適な居住環境を目指し、地域住民が主体となった「まちづくり」の形成を図る。

□本地区は、一般国道8号及び18号に接しており、北陸自動車道上越インターチェンジの周辺でもあることから、交通の利便性に優れた位置にある。
□上越インターチェンジ周辺地域については、上越市第5次総合計画（平成16年3月策定）において、「上越圏域の複合拠点機能を担うまち」として整備目標を掲げており、重点的に整備を進めている地域の一つである。
□地区周辺では、一般国道8号北側において春日新田地区が昭和62年度に、一般国道18号東側において上下源入地区が平成18年度に、北陸自動車道南側において富岡地区が平成15年度に、本地区を含めた関川東部地区では平成10年度に
　 土地区画整理事業の施行によって市街地が形成された。現在も地区南側で関川東部オフィスアルカディア土地区画整理事業が平成21年度完成を目指して施行されているところである。それにより、関川東部地区はリージョンプラザ上越や観光物産
　 センター、下水道センター、上越警察署などの公共公益施設や商業・業務施設、住宅地が集積した複合的な拠点地域となっている。
□しかし、地区内における下門前や塩屋新田集落では、周辺の急激な市街化に影響され、道路や下水道など公共施設整備の遅れが生じている状況となっており、残存する田園地区内には開発行為による宅地のスプロール化が進行し、生活環境の
　 悪化を招いている。
□整備が遅れている地域の地権者からは、急激な市街化と公共施設の未整備による交通渋滞や交通事故の発生、周辺との調和が図れない住宅開発がされていることに対して危機感を感じており、交通の利便性向上、公共公益施設周辺との調和の
　 とれた快適な居住環境を望む声と魅力あるまちづくりの気運が高まっている。当地区では現在、地権者で構成する組合施行土地区画整理事業の立ち上げを計画している。

○地区内の主な公共施設整備状況
　　平成元年3月　　　　　　　　　下水道センター完成・下水道供用開始
　　平成  5～10年度　　　　　　関川東部土地区画整理事業

目標値

区域内居住人口
公共施設等都市基盤の整備により、快適で安心して暮らせる効果
を区域内の定住人口で確認する。(下門前、塩屋新田)

970

□急激な市街化に伴う、幹線道路の交通渋滞緩和や安全性の確保、そして近接した公共公益施設を活かした計画的な土地利用や市街地環境を整備し、公共の福祉増進を図ることが喫緊の課題である。
　①公共施設などの都市基盤整備
　　・下門前及び塩屋新田集落周辺では、道路や下水道などの公共施設の整備が遅れている。そのため市街地の環境悪化が懸念され、健全かつ良好なまちづくりを行うための整備が必要である。
　②周辺との調和及び居住環境の整備
　　・本地区は、レクリエーション、芸術、文化活動や商業、アミューズメント機能などの施設が整備され市街化の進展が顕著化したことから、周辺との調和のとれたまちづくりと快適な居住環境を整備する必要がある。

□「上越圏域の複合拠点機能を担うまち」（上越市第5次総合計画（平成16年3月策定））
　　・高速交通網の整備や港湾機能の強化を活かし、公共施設や業務・商業施設の集積を図り、機能のさらなる拠点性を高める。
□「業務や生産、生活を支える交通拠点としてのまちづくり」（上越市都市計画マスタープラン（平成11年4月策定））
　　・上越インターチェンジに近接する立地特性を活かした都市機能の配備を行う。
上記により、当地区については、周辺の公共公益施設や商業・業務施設を活用した居住環境を整備し、計画的なまちづくりを行う。
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計画期間 交付期間 24

1,020

50

目標と指標及び目標値の関連性 従前値

定住者による満足度
関川東部下門前土地区画整理事業区域内住民の公共施
設整備(生活道路)に対する満足度割合

公共施設整備(生活道路)に伴う満足度を調査する。目標値は、市
が実施した「住民アンケート調査」(H19年度実施)の全回答数に占
める「やや満足」と「満足」の割合の数値以上とする・

16

区域内の居住人口

300まちづくりへの関心度 地域住民のまちづくりに対する関心度
住民参加によるまちづくり活動の盛り上がりや関心、参画意識の
高まり度合いを会議や勉強会などの参加人数で確認する。 0



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

【交付期間中の計画管理について】
　・交付期間中においては、各種の事業を円滑に進め、目標に向けて確実な効果を上げるために、行政と土地区画整理組合が一体となり関係機関と協力して管理する。

【事業終了後の継続的なまちづくり活動について】
　・本地区は、土地区画整理事業を中心としたまちづくりを行うため、住民の意向を反映させつつ、地区の特性に応じた一体的なまちづくりができるよう土地利用計画の検討や公園整備等におけるワークショップなどを実施し、地域住民のコミュニケーション
　の充実を図るとともに事業完了後において継続的なまちづくりができるよう本事業において、住民意識を含めた組織の形成を目指す。

【提案事業】
　○まちづくり活動推進事業（コミュニティバス運行事業）

方針に合致する主要な事業
整備方針１　【公共施設等の整備改善による交通の利便性、地域の安全性、生活の快適性の向上】

　・「関川東部下門前土地区画整理事業」を中心に市街地環境の改善を図るとともに、周辺の公共公益施設を活かした健全かつ良好な居住環境を提供
　　するため、道路や下水道など公共施設の基盤整備を行う。
　・大雨などの災害を考慮し、地域の防災施設として調整池を整備し、安心・安全なまちで生活できるよう整備する。

【基幹事業】
　○土地区画整理事業（関川東部下門前土地区画整理事業）
  ○上越市公共下水道事業
【提案事業】
　○地域創造支援事業（上越市公共下水道事業）
　○地域創造支援事業（土地区画整理事業助成金事業）
　○地域創造支援事業（教育プラザ改修事業）
　○地域創造支援事業（リージョンプラザ上越改修事業）
　○地域創造支援事業（上越科学館改修事業）
　○地域創造支援事業（直江津東中学校敷地拡張事業）
【関連事業】
　○関川東部下門前土地区画整理事業
　○一般国道8号直江津バイパス整備事業
　○上越市公共下水道事業

整備方針２　【地域コミュニティの形成】
　
　・新旧住民のコミュニティを形成するため、地域住民による土地利用計画の検討やワークショップなどの実施を支援し、本事業をきっかけとした継続的な
　　まちづくり（コミュニケーションづくり）を実現する。また、地区内住民だけでなく近郊の住民との連携を図るため、そして周辺の公共公益施設との連動し
　イベントにも対応できるための場を提供する施設を整備する。

【基幹事業】
　○地域生活基盤施設事業（広場）
【提案事業】
　○まちづくり活動推進事業（まちづくり活動支援事業）
　○事業活用調査（事業効果分析調査）

整備方針３　【公共公益施設への活用】
　
　・本地区また本地区周辺には、リージョンプラザ上越や観光物産センター、教育プラザ、上越警察署などの公共公益施設や上越総合病院などの福祉
　　医療施設、また商業・業務施設が集積しているため、直近駅からの公共交通を使い誰でも便利に訪れる地域を実現する。



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

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道 市 直 L = 872ｍ H23 Ｈ24 H23 Ｈ24 77.5 77.5 77.5 77.5

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設 －

地域生活基盤施設 広場 市 直 A＝19,500㎡ H22 H24 H22 H24 463 463 463 463

高質空間形成施設 －

高次都市施設 －

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業 土地区画整理組合 間 A＝49.7ha H20 H26 H20 H24 4,325.6 3,395.6 3,395.6 3,395.6

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

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

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 4,866.1 3,936.1 3,936.1 3,936.1 …A
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

市 直 L=1,516m H23 H24 H23 H24 172.6 172.6 172.6 172.6

市 直 A＝49.7ha H21 H26 H23 H24 376.0 229.5 229.5 229.5

市 直 H23 H23 H23 H23 4.4 4.4 4.4 4.4

市 直 H24 H24 H24 H24 98.0 98.0 98.0 98.0

市 直 H23 H25 H23 H24 153.0 49.2 49.2 49.2

市 直 H24 H24 H24 H24 56.0 56.0 56.0 56.0

市 直 － H24 H24 H24 H24 3.2 3.2 3.2 3.2

土地区画整理組合 間 － H20 H26 H21 H24 14.4 9.4 9.4 9.4

市 直 － H20 H24 H23 H24 14.6 14.6 14.6 14.6

合計 892.2 636.9 636.9 636.9 …B
合計(A+B) 4,573.0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
土地区画整理組合 国土交通省 A =  49.7 ha ○ H20 H26 10,883

国 国土交通省 L = 12.2 km ○ H18

市 国土交通省 L = 0.4km ○ Ｈ22 H26 34

合計 10,917

交付対象事業費 4,573.0 交付限度額 1,829.2 国費率 0.4

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

うち民負担分

－

－

－

－

－

－

関川東部下門前土地区画整理事業

住宅市街地
総合整備
事業

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

上越市公共下水道事業

土地区画整理事業助成金事業

教育プラザ改修事業

リージョンプラザ上越改修事業

上越科学館改修事業

直江津東中学校敷地拡張事業

事業活用調
査

事業効果分析調査

まちづくり活
動推進事業

まちづくり活動支援事業 －

コミュニティバス運行事業 －

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

土地区画整理事業 関川東部下門前土地区画整理事業

一般国道8号直江津バイパス事業 一般国道8号

上越市公共下水道事業



都市再生整備計画の区域

　関川東部下門前周辺地区（新潟県上越市） 面積 568 ha 区域

下門前の一部、塩屋新田の一部、藤野新田の一部、大道福田の一部、上源入の一部、下源入の一部、春日新田の一部、
春日山町1丁目の一部、春日山町2丁目の一部、春日山町3丁目の一部、木田1丁目の一部、木田2丁目の一部、
木田新田2丁目の一部、木田の一部、新光町1丁目の一部、新光町2丁目の一部、春日野1丁目の一部、
大豆1丁目の一部、富岡の一部、北田屋新田の一部、薄袋の一部、藤新田1丁目の一部、藤新田の一部、藤巻の一部、
安江の一部、安江3丁目の一部、小猿屋の一部、小猿屋新田の一部、三ツ橋新田の一部、三ツ橋の一部、福田の一部、
三田新田の一部

※　計画区域が分かるような図面を添付すること。

関川東部下門前周辺地区（５６８ｈａ） 

上越ＩＣ 

上越文化会館 

上越市役所 



区域内居住人口 （　人　） 970 （19年度） → 1,020 （24年度）

定住者による満足度 （　％　） 16 （19年度） → 50 （24年度）

まちづくりへの関心度 （人/5年） 0 （19年度） → 300 （24年度）

　関川東部下門前周辺地区（新潟県上越市）　整備方針概要図

目標
周辺の公共公益施設を活かした居住環境の提供を図り、快適なまちづくりを実現
する。

代表的な
指標

【図面作成上の留意点】

■基幹事業 地域生活基盤施設整備事業（広場）

□提案事業 上越市公共下水道事業

■基幹事業 上越市公共下水道事業

□提案事業 まちづくり活動支援事業

■基幹事業 関川東部下門前土地区画整理事業

□提案事業 土地区画整理事業助成金事業

○関連事業 関川東部下門前土地区画整理事業

□提案事業 コミュニティバス運行事業
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春日山駅
上越市役所

関川東部下門前
土地区画整理事業
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凡 例

上越ＩＣ

□提案事業 教育プラザ改修事業

○関連事業 上越市公共下水道事業

□提案事業 事業効果分析調査

□提案事業 リージョンプラザ上越改修事業

□提案事業 上越科学館改修事業

□提案事業 まちづくり活動支援事業

■基幹事業 関川東部下門前土地区画整理事業

□提案事業 土地区画整理事業助成金事業

○関連事業 上越市公共下水道事業

□提案事業 上越市公共下水道事業

■基幹事業 上越市公共下水道事業

■基幹事業 地域生活基盤施設整備事業（広場）

□提案事業 コミュニティバス事業運行事業

凡 例

□提案事業 教育プラザ改修事業

○関連事業 関川東部下門前土地区画整理事業

□提案事業 リージョンプラザ上越改修事業

□提案事業 上越科学館改修事業

□提案事業 事業効果分析調査

○関連事業 一般国道８号バイパス事業

□提案事業 直江津東中学校敷地拡張事業

□提案事業 直江津東中学校敷地拡張事業


