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はじめに

　高田地区は、駅、商店街、学校、病院などの都市機能や人々が集まる中心市街地であり、高田城
の城下として栄えた歴史と文化がある城下町です。総延長日本一を誇る雁木通りの街並みや歴史
的建造物が残る同地区には、来訪者が街なかを回遊しまち歩きを楽しむことができる魅力があり
ます。
　一方、街なかに設置されている施設誘導や観光情報等の公共サインは、意匠やデザインが異なり
景観の統一性に欠けるとともに、表示する内容や設置位置に一定のルールが無いことから、来訪者
の回遊を十分に促進できていない状況です。
　このほか、当市では、商業機能や居住等の郊外化に伴い、中心市街地である同地区のにぎわい
低下や経済基盤の衰退が課題となっています。
　このため、市では、街なかに設置するサインの意匠・デザインの統一による街の魅力向上や、一定
のルールに基づいた情報発信による回遊促進、商店街等への計画的な誘導による消費活動の促進
を目指し、「高田街なか回遊サインマニュアル」を策定しました。
　今後、高田の街なかにおいて計画する市の公共サインは、当マニュアルを基準に整備の検討を
行うとともに、市以外の者が設置する公共サインや商業看板等も、当マニュアルを参考に色合いや
文字のフォント等が配慮されるようマニュアルの周知を行ってまいりたいと考えています。

平成31年3月
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1.　基本理念
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1-2 回遊サインの役割

商店街などでの
消費活動を促す

景観を向上し
まちの魅力を高める

来訪者が
快適に回遊できる

城下町高田の
魅力を発信する 高田街なか回遊サイン

1-1 基本理念

来訪者をもてなし、城下町高田の魅力を伝える回遊サイン

　高田を訪れた来訪者に、快適にまち歩きを楽しんでもらい、高田を満喫してもらうために、
機能的で利便性の高い配置計画を行うとともに、城下町高田の歴史や文化の魅力を伝えるよう
なサインデザインやマップ等を作成することで、高田の魅力向上に貢献する。

① 来訪者が快適に回遊できる
　案内・誘導サインの充実を図ることで、はじめて高田を訪れた人でも
分かりやすく、安全に目的地まで移動できるようにする。

② 城下町高田の魅力を発信する
　歴史的建造物や文化施設、歴史文化を感じさせる通り名称等を紹介し、
城下町高田の魅力を伝える。

③ 景観を向上しまちの魅力を高める
　雁木通りや町家などの歴史的景観と調和し、景観的な統一を図り、
相乗的にまちの魅力を高める。

④ 商店街などでの消費活動を促す
　商業集積地である本町通商店街への誘導を強化することで、
来訪者に消費活動を促す。



2.　サインシステム

2-1 回遊サインの種類

① 自立

① 自立（大）

サインの種類 表記情報

表面／　地図/通り名称/誘導情報
裏面／　通り名称/誘導情報

② 柱付（大）

タイプ

表・裏面／　誘導情報

表・裏面／　誘導情報

表面／　施設名称及びその歴史的背景や
　　　　 概要説明、写真やイラストなど

① 自立（小）

a
案内サイン
地域や建物・施設などを地図
やピクトグラムを用いて示し、
現在地と目的地との位置関係
を確認するためのサイン。

b
誘導サイン
地名や施設名と矢印・数字等
で主要な地域や施設の方向を
示し、利用者を目的地まで導
くためのサイン。

c
解説サイン
施設・場所の説明、名所・旧
跡の由来や歴史を解説する機
能を持つサイン。
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③ 壁付 表面／　地図/誘導情報 表面／　地図/解説

③ 柱付（小）

④ 置き型

表面 側面

表面 裏面側面

Honcho Dori Street

大町通り
Omachi Dori Street

Nakamachi Dori Street
仲町通り

寺
町

Teram
achi

本町通り

表面 裏面側面

② 自立（小）

表面 裏面側面

表面 裏面側面

表面／　地図/通り名称/誘導情報① 自立（大）a
案内+誘導サイン

b+

表面／　地図/通り名称/誘導情報
　　　　施設名称及びその歴史的背景や
　　　　概要説明、写真やイラストなど

① 自立

表面／　誘導情報
　　　　 施設名称及びその歴史的背景や
　　　　 概要説明、説明図や地図など
裏面／　誘導情報

① 自立c
誘導+解説サイン
b +

a
案内+解説サイン
+ c

表面 裏面側面 表面 裏面側面

② 自立（小）

表面 裏面側面

表面 裏面側面

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

雁木のある道　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路
側に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路として全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の思いやりの心とやさしさのシンボルであるといえます。　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する雁木は日本一の長さを誇っています。

Buildings with Gangi (wide eaves) Gangi is a nickname of the eaves which it put out to the 
roadside side of the house in order to secure a passage at the time of winter snow covering, it is one of the wisdom of life unique to the heavy snow area. Although the passage under the altitude garden is a private property of each house, it is released to all people as a shared passageway, and it can be said that the alleyway is a symbol of the compassion heart and gentleness of the people of the area.It was developed from the early Edo period, was once seen in various cities on the side of the Sea of Japan, but decreased since the Meiji era. Takada still has a total length of 16 km, Yamagi Street, which boasts the longest length in Japan.

雁木の街並み
Gangi  town Takada

落し式雁木造り込み式雁木
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址
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高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

Honcho Dori Street

Nakamachi Dori Street

Omachi Dori Street
大町通り

仲町通り

寺
町

Teram
achi

本町通り

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

歴史博物館
Joetsu City History Museum

역사박물관
历史博物馆 歷史博物館

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

寺町
Teramachi

테라 마치
寺町 寺町

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田まちかど交流館
Takada Machikado Community Center
高田街角交流馆(原第四银行高田支店)
高田街角交流館(舊第四銀行高田支店)
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

（旧第四銀行高田支店）

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater
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Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street 
(Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です
。雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用
通路として全ての人に解放されており、雁木通りは高田の
人々の思いやりの心とやさしさのシンボルであるといえます
。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存す

Gangi are house eaves that extend out over the walkway to 

keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature unique to 

areas with heavy snowfall. Since the sidewalks under the 

gangi eaves were simultaneously both the private property 

of individual families, and open to all people as a public 

sidewalk, streets with gangi can be said to symbolize the 

kindness and compassion of the Takada people.

Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 

seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 

has declined since the mid-19th century. Takada is home to 

the longest gangi-covered walkway in Japan.
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구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
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旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田まちかど交流館
Takada Machikado Community Center
高田街角交流馆(原第四银行高田支店)
高田街角交流館(舊第四銀行高田支店)
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世
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净兴寺大门路 淨興寺大門通
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高田世界館

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」として開業し
、大正5年（1916）に「世界館」と改称して常設の映画館とな
りました。現役で営業している映画館としては日本最古級
で、建物は国登録有形文化財であり、近代化産業遺産にも
認定されています。
　時代を感じるレトロな建物は擬洋風建築で、高田を治め
た榊原家の家紋をモチーフにした天井装飾やドリス風の円
柱、曲線状の階段の手すりなど、建設当時の姿がほぼそ
のまま残されています。

Takada Sekaikan Theater

Ina Meiji 44 (1911) opened as a playhouse "Takada Kaza", 
which became a permanent movie theater renamed "World 
Pavilion" in Taisho 5 (1916). As an active cinema, it is the 
oldest movie theater in Japan and is also registered as a 
registered tangible cultural property of the country and a 
modernized industrial heritage.
In the pseudo-ocean architecture designed and constructed 
by the carpenter's ridge beam with the motif of Western 
architecture, the retro space that feels the era includes a 
ceiling decoration, a Doris style cylinder with a motif of the 
Sakakibara family who ruled Takada, a Doris style cylinder, a 
curved shape The appearance at the time of construction, 
such as the railings of the staircase, is almost left unchanged.

高
田
世
界
館

Takada Sekaikan Theater

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

町家交流館高田小町
Takada Komachi Community Center
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

瞽女ミュージアム高田
Museum of Takada Goze

고제 뮤지엄 다카다
高田瞽女博物馆 高田瞽女博物館

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です
。雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用
通路として全ての人に解放されており、雁木通りは高田の
人々の思いやりの心とやさしさのシンボルであるといえます
。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存す

Gangi are house eaves that extend out over the walkway 
to keep it clear of snow in the winter, an ingenious 
feature unique to areas with heavy snowfall. Since the 
sidewalks under the gangi eaves were simultaneously 
both the private property of individual families, and 
open to all people as a public sidewalk, streets with 
gangi can be said to symbolize the kindness and 
compassion of the Takada people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

落し式雁木造り込み式雁木
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3. 配置計画
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3-1　計画範囲

高田小町周辺エリア

大町通りエリア

旧師団長官舎・南本町エリア

寺町エリア

髙橋孫左衛門商店

寺町駐車場

高田公園

陀羅尼八幡神社

　本サイン計画における誘導範囲としては、北側の陀羅尼八幡神社、南側の髙橋孫左衛門商店、東側の
高田公園、西側の寺町駐車場を含む範囲とする。高田駅から本町通りを通って高田公園に至るルートを
誘導ルートとし、その他下図に示す準誘導ルートで４つのエリアへ誘導を行う。

まち歩きの誘導ルート
誘導ルート
準メインルート



3.　配置計画
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3-2　配置の考え方

　既存サインの配置状況を把握したうえで、情報や機能の整理、統合を図り、最小限必要なサイン
配置とする。

○　過剰設置を避け、必要最小限の配置を心がける

○　利用者が多い場所を中心に情報を配置する
　公共施設や観光拠点、公共交通の起点、主要な交差点等には、案内+誘導サインを設置し、利用
者の利便性を高める。
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　高田駅から高田城址までの本町通りを通るメインルートを中心に、各拠点施設までのルート上
には誘導サインを連続的に配置することで、利用者が迷わないようにする。

○　景観や安全に配慮した配置を行う
　自然や雁木通りなどの歴史的景観を阻害しないように配慮すると共に、歩行者の安全を妨げな
いような配置を行う。

3-3 配置システム図

： 案内＋誘導

： 誘導サイン

： 案内＋誘導＋解説
： 誘導＋解説

： 解説

高田駅

高田公園

【
大
町
通
り
エ
リ
ア
】

【高田小町周辺エリア】

【旧師団長官舎・南本町エリア】

浄興寺

【寺町エリア】

髙橋孫左衛門商店

旧師団長官舎
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旧金津憲太郎桶店旧金津憲太郎桶店

瞽女ミュージアム高田瞽女ミュージアム高田

百年料亭宇喜世百年料亭宇喜世

榊神社

高田城三重櫓

歴史博物館

【
誘
導
ル
ー
ト
】

本
町
通
り

高田小町高田小町



3-4　設置方向の考え方

3.　配置計画
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　歩行空間をできるだけ妨げず、通りとの位置関係を分かりやすくするために、自立型のサインは
通りに対して平行に設置する。

○　自立型のサインの設置方向は、通りに対して水平に設置する

○　案内サインの地図は実際の地形と地図の表示方向を合わせる
　自分の立っている方向と地図の方向が一致するため、目指している施設等との位置関係が把握
しやすくなる。

〈設置イメージ〉

マップの方向と実際の地形の方向を合わせる

本
町
通
り

H
oncho Shopping Street
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Takada  Station

타카다 공원
高田駅高田駅高田城址

Takada  Park

타카다 공원
高田城址高田城址

上

通りに対して平行に設置し、斜めに配置しない

○○
高田小町町家交流館

Komachi Townhouses Exchange Center Takada

타카다 공원
高田小町 高田小町

高田世界館
Takada World Museum

타카다 공원
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高田城址
Takada  Park

타카다 공원
高田城址高田城址

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Shopping Street

타카다 공원
本町通本町通

高田
小町

町家
交流
館

Kom
achi 
Tow
nhou
ses E
xcha
nge C

ente
r Tak
ada

타카다 공
원

高田小町
高田小町

高田
世界
館

Tak
ada
 W
orl
d M
use
um

타카다 공
원

高田世界館
高田世界館

高田
城址

Tak
ada
  Pa
rk

타카다 공
원高田城址

高田城址

本町
通り

（高
田本
町商
店街
）

Ho
nch
o S
hop
pin
g S
tre
et

타카다 공
원本町通

本町通

×

高
田
小
町

町
家
交
流
館

Kom
ach
i To
wn
hou
ses
 Exc
han
ge 
Cen
ter
 Tak
ada

타
카
다
 공

원

高
田
小
町

高
田
小
町

高
田
世
界
館

Ta
ka
da
 W
or
ld
 M
us
eu
m

타
카
다
 공

원

高
田
世
界
館

高
田
世
界
館

高
田
城
址

Ta
ka
da
  P
ar
k

타
카
다
 공

원
高
田
城
址

高
田
城
址

本
町
通
り（
高田
本町
商店
街）

Ho
nc
ho
 Sh
op
pi
ng
 St
re
et

타
카
다
 공

원本
町
通

本
町
通

○

○　案内サイン、誘導サイン、解説サインを並べて設置する際は、平行に設置する
　平行に設置する際、誘導サインは案内サインや解説サインの左側に設置し、サイン上部の傾斜
に段差ができないようにする。

平行に並べて設置する際は、サイン上部に段差ができないように傾斜を合わせる
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高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

本
町
通
り

H
oncho D

ori Street

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址高田城堡遺址

×
百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

高田まちかど交流館
（旧第四銀行高田支店）
Takada Machikado Community Center

다카다 마치카도 교류관（구 다이시 은행 다카다 지점）
高田街角交流館（舊第四銀行高田支店）
高田街角交流馆（原第四银行高田支店）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流馆高田小町町家交流館高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
舊今井染物屋原今井染物屋

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

本
町
通
り

H
oncho D

ori Street

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址高田城堡遺址

×
百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

高田まちかど交流館
（旧第四銀行高田支店）
Takada Machikado Community Center

다카다 마치카도 교류관（구 다이시 은행 다카다 지점）
高田街角交流館（舊第四銀行高田支店）
高田街角交流馆（原第四银行高田支店）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流馆高田小町町家交流館高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
舊今井染物屋原今井染物屋

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

本
町
通
り

H
oncho D

ori Street

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址高田城堡遺址

×
百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

高田まちかど交流館
（旧第四銀行高田支店）
Takada Machikado Community Center

다카다 마치카도 교류관（구 다이시 은행 다카다 지점）
高田街角交流館（舊第四銀行高田支店）
高田街角交流馆（原第四银行高田支店）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流馆高田小町町家交流館高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
舊今井染物屋原今井染物屋

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

本
町
通
り

H
oncho D

ori Street

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역（관광안내소）
高田站（觀光服務中心）高田站（旅游服务咨询中心）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址高田城堡遺址



4. 情報

4-1　基本的な考え方

　情報の優先順位を定めて文字サイズを変えたり、ピクトグラム等の図を用いて情報を補完する
などして、情報を分かりやすくする。

○　サインに掲載する情報には優先順位を定める

　飲食店や小売店などの情報や、サインに表示しきれない多言語による情報は、QRコードを利用
してWEBに誘導することで紹介する。

○　QRコードを利用して情報を補完する

　同じ場所に複数のサインで情報が紹介されている場合などは、不要なサインを撤去したり、新設
サインでの情報集約を図る。

○　既存サインも含めて情報を整理・集約する

　表示スペースに限りがあるため、表示が煩雑にならないように、マップでは主要な施設等のみを
２ヶ国語で情報提供する。（ただし凡例は５ヶ国語表記とする）

○　多言語対応は誘導で５ヶ国語、マップでは主要な施設等のみ2ヶ国語で情報提供する
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5. 表記

5-1　表記の考え方

[参考 ]ヘボン式のつづり方

あ い う え お
か き く け こ
さ し す せ そ
た ち つ て と
な に ぬ ね の
は ひ ふ へ ほ
ま み む め も
や 　 ゆ 　 よ
ら り る れ ろ
わ ん
が ぎ ぐ げ ご
ざ じ ず ぜ ぞ
だ ぢ づ で ど
ば び ぶ べ ぼ
ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ

a
ka
sa
ta
na
ha
ma
ya
ra
wa
ga
za
da
ba
pa

i
ki
shi
chi
ni
hi
mi

ri
n
gi
ji
ji
bi
pi

u
ku
su
tsu
nu
fu
mu
yu
ru

gu
zu
zu
bu
pu

きゃ
しゃ
ちゃ
にゃ
ひゃ
みゃ
りゃ
ぎゃ
じゃ
びゃ
ぴゃ

きゅ
しゅ
ちゅ
にゅ
ひゅ
みゅ
りゅ
ぎゅ
じゅ
びゅ
ぴゅ

きょ
しょ
ちょ
にょ
ひょ
みょ
りょ
ぎょ
じょ
びょ
ぴょ

kya
sha
cha
nya
hya
mya
rya
gya
ja
bya
pya

kyu
shu
chu
nyu
hyu
myu
ryu
gyu
ju
byu
pyu

kyo
sho
cho
nyo
hyo
myo
ryo
gyo
jo
byo
pyo

e
ke
se
te
ne
he
me

re

ge
ze
de
be
pe

o
ko
so
to
no
ho
mo
yo
ro

go
zo
do
bo
po

○　施設等の表記は、表示面の煩雑化を避け、視認性を高めるために、
　　利用者が理解できる範囲で簡略化する。
上越市立歴史博物館 歴史博物館　など

○　図やピクトグラムを活用して、外国人や子供にも分かりやすく表記する。

トイレ 駐車場 ホテル

○　主要な公共施設や観光施設については、外国語を併記する。
高田駅 Takada Station 歴史博物館 Joetsu City History Museum

○　なるべく判読性の高い書体を使用するとともに、地名等と施設名の文字表現には
　　変化をつけ、見た目に分かりやすく表記する。

青田川
ヒラギノUD明朝 W4

本町1町家交流館 高田小町
ヒラギノUD角ゴ W5

高田スポーツセンター

5-2　多言語表記

○　ローマ字表記はヘボン式とする。

○　誘導サインは5ヶ国語表記（日本語・英語・中文簡体・中文繁体・韓国語）を基本とする。
○　地図の地勢や道路等、駅、主要な公共施設や文化施設、史跡、文化財等については、
　　2ヶ国語表記（日本語・英語）を基本とし、凡例については、5ヶ国語表記とする。

○　英語での情報提供は固有名詞はローマ字で、普通名詞は英語で行う。

9

○　解説サインは２ヶ国語表記（日本語・英語）とし、中文簡体・中文繁体・韓国語については
　　表示中のQRコードからWEBサイトへ誘導する。



使用書体

日本語（地図）
●施設等の名称の表記には角ゴシックの『ヒラギノUD角ゴ W5』を使用する。
●地名や解説文等の表記には明朝の『ヒラギノUD明朝 W4』を使用する。

高田街なか回遊サイン
ヒラギノUD角ゴ W5

高田街なか回遊サイン
ヒラギノUD明朝 W4

5-3　表記の基準

5.　表記

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ.
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz.0123456789-

英語
小さな文字サイズの場合でも判読性の良い『Helvetica Medium』を使用する。

Helvetica Medium

韓国語
（ハングル文字）
各言語の表現に多く対応できる『Arial Unicode Regular』を使用する。

니가타 현 조에 쓰 타카다의 매력 넘치는 경관

日本語（誘導サイン）
●誘導する施設等の名称の表記には角ゴシックの『A1ゴシック R（レギュラー）』を使用する。

高田街なか回遊サイン
A1ゴシック R（レギュラー）

中国語
（簡体字）
各言語の表現に多く対応できる『Arial Unicode Regular』を使用する。

（繁体字）
各言語の表現に多く対応できる『Arial Unicode Regular』を使用する。

上越高田新泻县风景秀丽

上越高田新潟縣風景秀麗
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5-4　ピクトグラム

5.　表記

　地図で使用するピクトグラムは、一般的に使用されているJIS規格のものを使用するほか、JIS規格にない
もののピクトグラムが必要だと思われる施設などに関しては、オリジナルのピクトグラムを用いる。

〈JIS規格〉

※上記以外のものが必要な場合は協議・検討のうえ、採用する。

〈オリジナル〉

バス停 駐車場 文化施設 寺院

神社 学校

公園・緑地 病院 郵便局 銀行

宿泊施設 交番 トイレ

駅

Wi-Fi

城
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5.　表記

5-5　矢印

　誘導サインに表記する進行方向を示す矢印は、シンプルで視認性の高いデザインを基本として、次の６種
を使用する。ただし、「後方へ進む」は極力使用しない。

前方へ進む

左に進む

前方の角を
左に曲がる

後方へ進む

右に進む

前方の角を
右に曲がる

a

a

a

a
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5-6　文字組の基準

5.　表記

　表示内容や用途によって文字の大きさや書体を設定するとともに、その文字の組み合わせ（ピクトグラム
との併記も含む）を以下のようにする。

A

5.
8

2.
6 111 高田駅

Takada Station

11 2

高田公園
Takada Park

7

7 5.
8

2.
6

B

高田公園 オーレンプラザ
Auren Community Center Plaza

5.
8

2.
6

大手町小

7

7 4.
2

DC

儀 明 川
Gimyogawa River

高田スポーツセンター 4.
2

E F

7

7本町1 4.
2

二ノ辻 4.
2

6.
5

寺 町 5.
6

6.
5

K L

M N O

Honcho Dori Street

本町通り 4.
2

6.
5

2.
6

JI

4.
2

6.
5二・七の市

Ni-Shichi Market 2.
6

5

5

〈誘導表記〉

〈地図表記〉
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案内サイン（大・壁付け）

案内サイン（小）

64

15
5

5
5

30
14

64

11
11

誘導サイン（自立） 誘導サイン（柱付・巾 250）

誘導サイン（柱付・巾 180）

誘導サイン（柱付・巾 100）

HG

4.
2

6.
5高田本町商店街

Takada Honcho Shopping Street 2.
6

奥州街道（新潟方面） 4.
2

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

10

30
7 222
14
6.5

30

55

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

5

47

11 3.5
3.5

3.5
22
10

47

11
11

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

7

47

11 3.5
3.5

3.5
22

10

47

11
11

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

7

51
12
4

4
4

24

11 8

51

9
9

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

51

12
4

4
4

24
11

8

51

9
9

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

1

5.
8

2.
6 1

11

1

1.3

1.3



5.　表記

5-7　地図表記の考え方

○　地図上に入れたピクトや通りの色分けなどを凡例としてまとめる。
　　また、凡例には5ヶ国語表記を入れる。

○　移動距離の目安となるスケールを縦、横の２方向に入れるとともに、
　　徒歩移動による所要時間を入れる。（１分間に80mを基準とする）

○　地図には拠点やスポットのイメージを利用者に伝え、
　　楽しくまち歩きをしてもらえるような雰囲気を高めるためにイラストを添える。

○　利用者が位置を確認するために現在地の表示を入れるとともに、
　　サインの設置方向が分かるようにする。

○　方位を表す記号を入れる。

○　地図上で表示できない飲食店情報等を提供するために、
　　凡例の中にQRコードを入れて、WEBサイトへ誘導する。

〈標準地図デザイン〉

14



表記のデザイン

5-8　地図表記例

5.　表記

掲載項目 掲載する施設など

地勢

儀明川　青田川

河川・用水

地名

大貫1　大貫 2　大貫 3　寺町1　
寺町 2　寺町 3　昭和町1　
仲町 2　仲町 3　仲町 6　南城町1
南城町 2　大町 2　本町1　本町4
北城町 3　北城町4　東本町4

町名

地名

寺町

エリア名

南城町1本町1 寺町1

寺 町

二ノ辻 三ノ辻道路等

道路

二ノ辻　三ノ辻　四ノ辻　
五ノ辻　六ノ辻　お馬出しの辻
北国街道分岐点

高田本町商店街

Takada Honcho Shopping Street

高田本町商店街

二・七の市　四・九の市

朝市通り 二・七の市
Ni-Shichi Market

四・九の市
Shi-Ku Market

交通機関等

高田駅

鉄道

駐車場

市の公共施設等の駐車場

公共施設 行政機関 高田税務署　新潟地方裁判所高田支部
陸上自衛隊高田駐屯地　福祉交流プラザ 高田税務署 新潟地方裁判所 高田支部
交番

高田公園オーレンプラザ　
雁木通りプラザ 高田公園 オーレンプラザ

Auren Community Center Plaza

マップエリア内のバス停
バス停

15

本町通り　大町通り　仲町通り
司令部通り　上越大通り

Honcho Dori street

本町通り

商店街

極楽橋 極楽橋
その他

加賀街道（金沢方面）
奥州街道（新潟方面）
善光寺街道（長野方面）

奥州街道（新潟方面）加賀街道（金沢方面）

高田駅
Takada Station

寺町駐車場

寺町駐車場
Teramachi Parking Area

儀 明 川
Gimyogawa River

青 田 川
Aotagawa River



5.　表記

表記のデザイン掲載項目 掲載する施設など

16

高田公園　

公園・緑地

お馬出し公園（五郎八姫の森）お馬出し公園（五郎八姫の森）

公共的施設

西城病院　知命堂病院
医療施設 西城病院知命堂病院

紅葉幼稚園　大手町小学校　大町小学校　
上越教育大学附属小学校　南本町小学校
高田西小学校　東本町小学校　城東中学校
上越教育大学附属中学校　高田高等学校　
高田南城高等学校　上越総合技術高等学校　
高田北城高等学校　上越高等学校　
高田農業高等学校　高田特別支援学校

教育機関

歴史博物館　瞽女ミュージアム高田
小林古径記念美術館・小林古径邸
高田図書館　小川未明文学館　文化施設

高田スポーツセンター
高田公園陸上競技場　高田公園野球場
芝生広場

スポーツ 高田スポーツセンター

観光施設

町家交流館 高田小町　高田世界館　
高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店）
高田城三重櫓　旧今井染物屋
旧師団長官舎　髙橋孫左衛門商店　
百年料亭 宇喜世

史跡・文化財

寺院・神社
東本願寺高田別院　日朝寺　善行寺　
大厳寺　来迎寺　瑞泉寺（時の鐘）　祐正寺
光学寺　円福寺　常顕寺　樹徳寺　宗恩寺
常徳寺　専称寺　勝見寺　常栄寺　浄正寺
善導寺　明善寺　浄蓮寺　本誓寺　妙国寺　
陀羅尼八幡神社　五ノ辻稲荷神社　
乙吉稲荷神社　土橋稲荷神社（猫又稲荷）　
日枝神社　春日神社　
宇賀魂神社（街道分岐点の道標）

浄興寺　榊神社

浄興寺
Jokoji Temple

榊神社
Sakaki Jinja Shrine

東本願寺高田別院

高田郵便局民間施設

銀行　信用金庫　等
金融機関

高田郵便局　高田寺町郵便局
高田本町一郵便局　高田駅前郵便局　郵便局

ホテル　旅館　等
ホテル

公共施設

公衆トイレ　公共施設トイレ
お手洗い

市の公共施設にあるWi-Fi スポットWi-Fi
スポット

日枝神社

旧金津憲太郎桶店　平出修旧宅
無量庵（P）　 旧金津憲太郎桶店
小川未明生誕の地

小川未明生誕の地

高田公園
Takada Park

町家交流館 高田小町
Komachi townhouses Exchange Center Takada

歴史博物館
Joetsu City History Museum

大手町小学校 高田高等学校



5-9　地図表記一覧

5.　表記

　地図上には、観光拠点となる施設や名所を中心に、まち歩きの際に目印となるような、公共施設や寺院・
神社、河川、通り名などを入れる他、利用者に便利な公衆トイレや駐車場などの表記を入れる。

掲載項目と掲載基準

掲載項目 掲載する施設など 日本語 英語 ピクト

地勢 儀明川　青田川 ○ ○河川・用水

地名
大貫1　大貫 2　大貫 3　寺町1　寺町 2　寺町 3　昭和町1　仲町 2　仲町 3　仲町 6　南城町1
南城町 2　大町 2　本町1　本町4　北城町 3　北城町4　東本町4 ○町名

寺町 ○ ○エリア名

道路等
二・七の市　四・九の市 ○ ○朝市通り
極楽橋　北国街道分岐点　加賀街道（金沢方面）　奥州街道（新潟方面）　善光寺街道（長野方面）　 ○その他

民間施設
銀行　信用金庫　等 ○金融機関
高田郵便局　高田寺町郵便局　高田本町一郵便局　高田駅前郵便局　 ○ ○郵便局
ホテル　旅館　等 ○ホテル

高田駅 ○ ○ ○鉄道
交通機関等 マップエリア内のバス停 ○バス停

寺町駐車場　※市の公共施設等の駐車場はピクトのみ表示 ○ ○駐車場

高田税務署　新潟地方裁判所高田支部　陸上自衛隊高田駐屯地　福祉交流プラザ ○

高田公園　 ○ ○ ○
公園・緑地

交番 ○

公共施設

高田公園オーレンプラザ　雁木通りプラザ　福祉交流プラザ ○ ○

行政機関

公衆トイレ　公共施設トイレ ○お手洗い
市の公共施設に設けられたWi-Fi スポット ○Wi-Fi

観光施設

町家交流館 高田小町　高田世界館　高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店）
高田城三重櫓　旧今井染物屋　旧師団長官舎　髙橋孫左衛門商店　百年料亭 宇喜世 ○ ○ ○

史跡・文化財

公共的施設

西城病院　知命堂病院 ○ ○医療施設

紅葉幼稚園　大手町小学校　大町小学校　上越教育大学附属小学校　南本町小学校　高田西小学校　
東本町小学校　城東中学校　上越教育大学附属中学校　高田高等学校　高田南城高等学校　
上越総合技術高等学校　高田北城高等学校　上越高等学校　高田農業高等学校　高田特別支援学校

○ ○教育機関

高田スポーツセンター　高田公園陸上競技場　高田公園野球場　芝生広場 ○スポーツ

寺院・神社
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高田本町商店街　本町通り　大町通り　仲町通り　司令部通り　上越大通り　 ○ ○商店街・道路
二ノ辻　三ノ辻　四ノ辻　五ノ辻　六ノ辻　お馬出しの辻　 ○道路

お馬出し公園（五郎八姫の森） ○ ○

歴史博物館　瞽女ミュージアム高田　小林古径記念美術館・小林古径邸　高田図書館　小川未明文学館　 ○ ○ ○文化施設

旧金津憲太郎桶店　平出修旧宅　無量庵（P）　 ○ ○

小川未明生誕の地 ○

浄興寺　榊神社 ○ ○ ○

東本願寺高田別院　日朝寺　善行寺　大厳寺　来迎寺　瑞泉寺（時の鐘）　祐正寺　光学寺　円福寺　常顕寺
樹徳寺　宗恩寺　常徳寺　専称寺　勝見寺　常栄寺　浄正寺　善導寺　明善寺　浄蓮寺　本誓寺　妙国寺　
陀羅尼八幡神社　五ノ辻稲荷神社　乙吉稲荷神社　土橋稲荷神社（猫又稲荷）　日枝神社　春日神社　
宇賀魂神社（街道分岐点の道標）

○ ○



高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田まちかど交流館
Takada Machikado Community Center
高田街角交流馆(原第四银行高田支店)
高田街角交流館(舊第四銀行高田支店)
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

（旧第四銀行高田支店）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

本
町
通
り

H
o

n
ch

o
 D

o
ri S

tre
e

t

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

5.　表記

5-10　誘導表記の考え方

○　誘導は、回遊拠点となる施設などの名称と方向を示す矢印で行う。

○　一面に複数の誘導先を表記する際は、矢印の向きによって上位を決め、
　　同じ矢印に複数の項目がある場合は、優先度の高い項目を上位に表記する。

○　「直進、左折、前方の角を左折」の項目は、文字を左揃えでレイアウトし、
　　「右折、前方の角を右折」の項目は、文字を右揃えでレイアウトする。

〈誘導表記例〉

上位 下位
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掲載項目と優先度

5-11　誘導表記一覧

5.　表記

　誘導サインには、回遊拠点となる施設などを表記する。複数の項目を表記する際は、優先度の高い項目を
上位に表記するとともに、所在地が近いものはなるべくまとめて表記する。

19

優先度掲載項目

瞽女ミュージアム高田 Museum of Takada Goze 中

旧今井染物屋 Former Imai Dyehouse 高

町家交流館高田小町 Takada Komachi Community Center 高

高田まちかど交流館（旧第四銀行高田支店） Takada Machikado Community Center 高

高田世界館 Takada Sekaikan Theater 高

旧師団長官舎 Former Self-Defense Force Barracks 高

髙橋孫左衛門商店 Takahashi Magozaemon Candy Shop 高

本町通り（高田本町商店街） Honcho Dori Street (Takada Honcho Shopping Street) 最優先

百年料亭宇喜世 Hyakunen Ryotei Ukiyo 中

寺町 Teramachi 高

寺町駐車場 Teramachi Parking Area 低

歴史博物館 Joetsu City History Museum 高

浄興寺 Jokoji Temple 中

英語/中文簡体/中文繁体/韓国語
高田駅（観光案内所） Takada Station (Tourist Information Center) 最優先

高田站（旅游服务咨询中心）
高田站（觀光服務中心）
다카다역(관광안내소)

高田城址 Takada Castle Ruins 最優先
高田城堡遗址
高田城堡遺址
다카다 성지

本町路（高田本町商业街）

혼초도리(다카다혼초 상점가)
本町通（高田本町商店街）

高田世界馆
高田世界館
다카다 세계관

町家交流馆高田小町
町家交流館高田小町
마치야 교류관 다카다코마치

原今井染物屋
舊今井染物屋
구 이마이 염색집

高田街角交流馆（原第四银行高田支店）
高田街角交流館（舊第四銀行高田支店）
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

原师团长官宿舍
舊師團長官舍
구 사단장 관사

高桥孙左衙门商店
高橋孫左衛門商店
다카하시마고자에몬 상점

寺町
寺町
테라 마치

历史博物馆
歷史博物館
역사박물관

百年料亭 宇喜世
百年料亭 宇喜世
햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)

高田瞽女博物馆
高田瞽女博物館
고제 뮤지엄 다카다

净兴寺
淨興寺
조코지 절

寺町停车场
寺町停車場
데라마치 주차장

浄興寺大門通り Jokojiｄaimon Dori Street 低
净兴寺大门路
淨興寺大門通
조코지 절 대문 도리



6. デザイン

6-1　デザインコンセプト

　城下町高田が誇る日本一の雁木通りは、高田を象徴する情緒ある景観として、市民や来訪者に親しまれ
ている。そこで、高田らしさを表現するために雁木をモチーフとし、さりげない存在感を放ちながらも、景観と
調和するデザインとする。

日本一の雁木通りのまち高田を象徴するサインデザイン

1.　雁木通りをイメージさせるデザイン
　雁木の通りを歩く際に見える、雁木が連なってできる
シルエットを、サインの形状に活かしてデザインする。

2.　街並みと調和する色調
　黒やこげ茶など、暗い色を基調とした高田の情緒ある
街並みに調和するような配色を行う。

3.　通行を妨げないサインのサイズと設置
　狭く見通しの悪い雁木通りでも、歩行者の邪魔になら
ないよう、サイズや設置方法を検討する。

4.　耐久性に優れた素材
　冬場には深い雪に閉ざされる事もある過酷な状況でも
劣化しづらい素材を使用する。

5.　既存サインの改修と修景
　本サイン計画策定以前に設置されたサインに関しても
改修するなどしてデザインの統一を図る。
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田まちかど交流館
Takada Machikado Community Center
高田街角交流馆(原第四银行高田支店)
高田街角交流館(舊第四銀行高田支店)
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世
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高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street 
(Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street

 (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

瞽女ミュージアム高田
Museum of Takada Goze

고제 뮤지엄 다카다
高田瞽女博物馆 高田瞽女博物館

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路
として全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の
思いやりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the 
walkway to keep it clear of snow in the winter, an 
ingenious feature unique to areas with heavy snowfall. 
Since the sidewalks under the gangi eaves were 
simultaneously both the private property of individual 
families, and open to all people as a public sidewalk, 
streets with gangi can be said to symbolize the kindness 
and compassion of the Takada people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

落し式雁木造り込み式雁木
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浄興寺大門通り
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햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

浄
興
寺
大
門
通
り

Jo
ko

jiｄ
a

im
o

n
 D

o
ri S

tre
e

t 

高田世界館

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」として開業し
、大正5年（1916）に「世界館」と改称して常設の映画館とな
りました。現役で営業している映画館としては日本最古級
で、建物は国登録有形文化財であり、近代化産業遺産にも
認定されています。
　時代を感じるレトロな建物は擬洋風建築で、高田を治めた
榊原家の家紋をモチーフにした天井装飾やドリス風の円柱、
曲線状の階段の手すりなど、建設当時の姿がほぼそのまま
残されています。

Takada Sekaikan Theater

Ina Meiji 44 (1911) opened as a playhouse "Takada Kaza", 
which became a permanent movie theater renamed "World 
Pavilion" in Taisho 5 (1916). As an active cinema, it is the 
oldest movie theater in Japan and is also registered as a 
registered tangible cultural property of the country and a 
modernized industrial heritage.
In the pseudo-ocean architecture designed and constructed 
by the carpenter's ridge beam with the motif of Western 
architecture, the retro space that feels the era includes a 
ceiling decoration, a Doris style cylinder with a motif of the 
Sakakibara family who ruled Takada, a Doris style cylinder, a 
curved shape The appearance at the time of construction, 
such as the railings of the staircase, is almost left unchanged.
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Takada Sekaikan Theater

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse
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Takada Komachi Community Center

本
町
通
り

H
o

n
ch

o
 D

o
ri S

tre
e

t

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

（正面）

（板面）

（側面）

e
t

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路と
して全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の思い
やりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the walkway 
to keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature 
unique to areas with heavy snowfall. Since the sidewalks 
under the gangi eaves were simultaneously both the private 
property of individual families, and open to all people as 
a public sidewalk, streets with gangi can be said to 
symbolize the kindness and compassion of the Takada 
people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

雁木の街並み
Townscape with Gangi (wide eaves)

落し式雁木造り込み式雁木

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路と
して全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の思い
やりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the walkway 
to keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature 
unique to areas with heavy snowfall. Since the sidewalks 
under the gangi eaves were simultaneously both the private 
property of individual families, and open to all people as 
a public sidewalk, streets with gangi can be said to 
symbolize the kindness and compassion of the Takada 
people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

雁木の街並み
Townscape with Gangi (wide eaves)

落し式雁木造り込み式雁木

【案内サイン（自立型・大）】 【案内サイン（自立型・小）】 【案内サイン（壁付け型）】

【案内サイン（置き型）】

【案内＋解説サイン（自立型・小）】 【誘導＋解説サイン（自立型）】

【誘導サイン（柱付け型）】

【案内＋誘導サイン（自立型・大）】 【案内＋誘導サイン（自立型・小）】

6-2　サイン意匠図
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高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城三重櫓 
Takada Castle Three-Story Tower

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

浄興寺
Jokoji Temple

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

旧金津憲太郎桶店
Former Kanazu Kentaro Wooden Bucket Shop

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

朝市（二・七の市、四・九の市）
Morning Market   Ni-Shichi Market,Shi-Ku Market

雁木のある通り
Buildings with Gangi (wide eaves) 

　慶長19年（1614）に徳川家康の六男・松平

忠輝公の居城として築かれました。明治3年

（1870）に火災のため焼失しましたが、平成

5年（1993）に高田城のシンボルであった

三重櫓が復元されました。櫓の中は高田城に

関する展示室と展望室になっています。

Takada Castle was built in 1614 as a 
residence of Lord Matsudaira Tadateru, 
Tokugawa Ieyasu’s sixth son. The castle 
burned down in a fire in 1870, but this 
three-story building, a symbol of Takada 
Castle, was reconstructed in 1993. The 
building contains an observation room and 
exhibition rooms displaying materials 
related to Takada Castle.

Jokoji Temple was established by Shinran, the founder 

of the Jodo Shinshu sect of Buddhism, and its main hall 

has been nationally designated as an important cultural 

property. The temple was originally located in Hitachi 

Province (now Ibaraki Prefecture), and then in Shinano 

Province (now Nagano Prefecture), before moving to 

this area at the invitation of Lord Uesugi Kenshin. Then, 

after the earthquake of 1665, it was reconstructed at the 

current site (Tera-machi, Joetsu City) as part of the 

recovery efforts for the Takada Castle town.

This former dyeing factory is a typical 
example of the machiya townhouses of 
Takada. After its construction in the 
mid-19th century (late Edo era), many 
dyeing artists and factory employees lived 
and worked there. The factory’s spacious 
living room features a high ceiling with 
impressive exposed beams.

Built in the mid-19th century (late Edo era), 
this typical machiya townhouse once served 
as a bucket maker’s workshop, and many 
old everyday items can still be seen here. 
Old-fashioned architectural features like the 
high ceiling, pull-up door, and sink, bath, 
and toilet areas remain intact today.

Takada Sekaikan began its life as the 
Takada-za Playhouse in 1911, before 
becoming the Sekaikan movie theater in 
1916. It is one of the oldest movie theaters 
still in operation in Japan, and the building is 
nationally designated as a tangible cultural 
property, and has been recognized as a 
Heritage of Industrial Modernization.

Omachi Dori Street hosts two morning 
markets, the Nishichi no Ichi (“2-7 Market”) 
and the Shiku no Ichi (“4-9 Market”), which 
are held on dates containing the numbers 
two or seven, and dates containing the 
numbers four or nine, respectively. Street 
stalls selling items such as fresh fruit and 
vegetables, dried salted foods, and 
ornamental plants line the streets, earning 
these markets their nickname as the area’s   
 “kitchen.”

First developed in the early 17th century, 
gangi are house eaves that extend out over 
the walkway to keep it clear of snow in the 
winter, an ingenious feature unique to areas 
with heavy snowfall. Takada is home to the 
longest gangi-covered walkway in Japan.

This former division commander's official 
residence was built in 1910 at the request of 
Nagaoka Gaishi, third director of the 13th 
Division of the Imperial Japanese Army, and 
was used as a barracks for officers of the 
Japan Ground Self-Defense Force Takada 
Camp until 1991. It is one of the few 
western-style wooden buildings from the 
Meiji era that remain in the city today.

　明治43年(1910)に旧陸軍第13師団第3代

師団長・長岡外史中将によって師団長官舎と

して建てられました。平成3年(1991)までは、

陸上自衛隊高田駐屯地の幹部宿舎として

使われていた、市内に残る数少ない明治期の

洋風木造建築物です。

　浄土真宗の宗祖親鸞聖人によって創設さ

れた寺院で、本堂は国指定重要文化財です。

もとは常陸国（現茨城県）にありましたが、

信濃国（現長野県）を経て、上杉謙信公の招き

でこの地へ移り、寛文5年(1665)の地震後、

高田城下復興の際に現在地（上越市寺町）

に再建されました。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。江戸時代以

来染物屋を営み、多くの職人や使用人たちが

住み込みで働いていました。大きなチャノマ

の吹抜け空間には、梁組と整然と組まれた貫

が端正な表情を見せています。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。桶職人の

仕事場等、懐かしい暮らしの道具がたくさん

残っています。吹抜けやスリアゲ戸の跡など

見所も多く、水廻りも古い状態で残されてい

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」と

して開業し、大正5年（1916）に「世界館」と

改称して常設の映画館となりました。現役で

営業している映画館としては日本最古級で、

建物は国登録有形文化財であり、近代化

産業遺産にも認定されています。

　大町通りでは、2と7のつく日にある「二・七

の市」と、4と9のつく日にある「四・九の市」

の二つの朝市が開催されます。新鮮な野菜や

果物、塩乾物や花卉等の露店が通りに並び、

地元の人々の台所としても親しまれています。

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するため

に、家の道路側に出した庇の呼び名で、豪雪

地帯ならではの生活の知恵です。江戸時代

前期から整備され、市内に現存する雁木は

日本一の長さを誇っています。
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旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

浄興寺
Jokoji Temple

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

旧金津憲太郎桶店
Former Kanazu Kentaro Wooden Bucket Shop

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

朝市（二・七の市、四・九の市）
Morning Market   Ni-Shichi Market,Shi-Ku Market

雁木のある通り
Buildings with Gangi (wide eaves) 

　慶長19年（1614）に徳川家康の六男・松平

忠輝公の居城として築かれました。明治3年

（1870）に火災のため焼失しましたが、平成

5年（1993）に高田城のシンボルであった

三重櫓が復元されました。櫓の中は高田城に

関する展示室と展望室になっています。

Takada Castle was built in 1614 as a 
residence of Lord Matsudaira Tadateru, 
Tokugawa Ieyasu’s sixth son. The castle 
burned down in a fire in 1870, but this 
three-story building, a symbol of Takada 
Castle, was reconstructed in 1993. The 
building contains an observation room and 
exhibition rooms displaying materials 
related to Takada Castle.

Jokoji Temple was established by Shinran, the founder 

of the Jodo Shinshu sect of Buddhism, and its main hall 

has been nationally designated as an important cultural 

property. The temple was originally located in Hitachi 

Province (now Ibaraki Prefecture), and then in Shinano 

Province (now Nagano Prefecture), before moving to 

this area at the invitation of Lord Uesugi Kenshin. Then, 

after the earthquake of 1665, it was reconstructed at the 

current site (Tera-machi, Joetsu City) as part of the 

recovery efforts for the Takada Castle town.

This former dyeing factory is a typical 
example of the machiya townhouses of 
Takada. After its construction in the 
mid-19th century (late Edo era), many 
dyeing artists and factory employees lived 
and worked there. The factory’s spacious 
living room features a high ceiling with 
impressive exposed beams.

Built in the mid-19th century (late Edo era), 
this typical machiya townhouse once served 
as a bucket maker’s workshop, and many 
old everyday items can still be seen here. 
Old-fashioned architectural features like the 
high ceiling, pull-up door, and sink, bath, 
and toilet areas remain intact today.

Takada Sekaikan began its life as the 
Takada-za Playhouse in 1911, before 
becoming the Sekaikan movie theater in 
1916. It is one of the oldest movie theaters 
still in operation in Japan, and the building is 
nationally designated as a tangible cultural 
property, and has been recognized as a 
Heritage of Industrial Modernization.

Omachi Dori Street hosts two morning 
markets, the Nishichi no Ichi (“2-7 Market”) 
and the Shiku no Ichi (“4-9 Market”), which 
are held on dates containing the numbers 
two or seven, and dates containing the 
numbers four or nine, respectively. Street 
stalls selling items such as fresh fruit and 
vegetables, dried salted foods, and 
ornamental plants line the streets, earning 
these markets their nickname as the area’s   
 “kitchen.”

First developed in the early 17th century, 
gangi are house eaves that extend out over 
the walkway to keep it clear of snow in the 
winter, an ingenious feature unique to areas 
with heavy snowfall. Takada is home to the 
longest gangi-covered walkway in Japan.

This former division commander's official 
residence was built in 1910 at the request of 
Nagaoka Gaishi, third director of the 13th 
Division of the Imperial Japanese Army, and 
was used as a barracks for officers of the 
Japan Ground Self-Defense Force Takada 
Camp until 1991. It is one of the few 
western-style wooden buildings from the 
Meiji era that remain in the city today.

　明治43年(1910)に旧陸軍第13師団第3代

師団長・長岡外史中将によって師団長官舎と

して建てられました。平成3年(1991)までは、

陸上自衛隊高田駐屯地の幹部宿舎として

使われていた、市内に残る数少ない明治期の

洋風木造建築物です。

　浄土真宗の宗祖親鸞聖人によって創設さ

れた寺院で、本堂は国指定重要文化財です。

もとは常陸国（現茨城県）にありましたが、

信濃国（現長野県）を経て、上杉謙信公の招き

でこの地へ移り、寛文5年(1665)の地震後、

高田城下復興の際に現在地（上越市寺町）

に再建されました。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。江戸時代以

来染物屋を営み、多くの職人や使用人たちが

住み込みで働いていました。大きなチャノマ

の吹抜け空間には、梁組と整然と組まれた貫

が端正な表情を見せています。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。桶職人の

仕事場等、懐かしい暮らしの道具がたくさん

残っています。吹抜けやスリアゲ戸の跡など

見所も多く、水廻りも古い状態で残されてい

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」と

して開業し、大正5年（1916）に「世界館」と

改称して常設の映画館となりました。現役で

営業している映画館としては日本最古級で、

建物は国登録有形文化財であり、近代化

産業遺産にも認定されています。

　大町通りでは、2と7のつく日にある「二・七

の市」と、4と9のつく日にある「四・九の市」

の二つの朝市が開催されます。新鮮な野菜や

果物、塩乾物や花卉等の露店が通りに並び、

地元の人々の台所としても親しまれています。

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するため

に、家の道路側に出した庇の呼び名で、豪雪

地帯ならではの生活の知恵です。江戸時代

前期から整備され、市内に現存する雁木は

日本一の長さを誇っています。

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street
 (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

浄興寺大門通り
Jokojiｄaimon Dori Street 

조코지 절 대문 도리
净兴寺大门路 淨興寺大門通

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

瞽女ミュージアム高田
Museum of Takada Goze

고제 뮤지엄 다카다
高田瞽女博物馆 高田瞽女博物館

【案内サイン（既存改修・Ａ）】 【案内サイン（既存改修・Ｂ）】 【案内サイン（既存改修・Ｃ）】 【誘導サイン（既存記名サインに表示追加）】
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6.　デザイン
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Honcho Dori Street

Nakamachi Dori Street

Omachi Dori Street
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仲町通り

寺
町

Teram
achi

本町通り

本
町
通
り

H
o

n
ch

o
 D

o
ri S

tre
e

t
50 50

150

400

50

5050

7
0

7530

6-3　案内サイン（自立型・大）
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※寸法は標準的なレイアウトの目安

　正面の地図のサイズは、横600mm、縦600mmで、地図の上に優先度が高い誘導表記を最大２つ入れ、
左の表記は左詰め、右の表記は右詰めとする。背面には、横600mm、縦600mmの範囲内に、通りと現在
地の位置関係を模式化した図を入れる。地図の下部右よりの位置に上越市のマークを入れる。
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6.　デザイン

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址
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6-4　案内サイン（自立型・小）
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　正面の地図のサイズは、横450mm、縦450mmで、地図の上に優先度が高い誘導表記を最大２つ入れ、
左の表記は左詰め、右の表記は右詰めとする。背面には、横600mm、縦600mmの範囲内に、通りと現在
地の位置関係を模式化した図を入れる。地図の下部右よりの位置に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安
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6.　デザイン

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

Honcho Dori Street

Nakamachi Dori Street

Omachi Dori Street
大町通り
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6-5　案内サイン（壁付け型）
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　地図のサイズは、横600mm、縦600mmで、地図の上に優先度が高い誘導表記を最大２つ入れ、左の表
記は左詰め、右の表記は右詰めとする。地図の右下に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安

6.　デザイン
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
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　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路と
して全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の思い
やりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the walkway 
to keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature 
unique to areas with heavy snowfall. Since the sidewalks 
under the gangi eaves were simultaneously both the private 
property of individual families, and open to all people as a 
public sidewalk, streets with gangi can be said to symbolize 
the kindness and compassion of the Takada people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

雁木の街並み
Townscape with Gangi (wide eaves)

落し式雁木造り込み式雁木

6-6　案内サイン（置き型）

26

　地図のサイズは、横600mm、縦600mmで、地図の左には左の表記は左詰め、右の表記は右詰めとす
る。地図の左側に「雁木のあるとおり」の解説（日本語、英語）を写真とイラストとともに入れ、多言語表記の
WEBサイトへの誘導のためQRコードを入れる。地図の右下に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安
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6-7　案内＋誘導サイン（自立型・大）

27

　案内サインと誘導サインを左右に並べて設置する。地図のサイズは、横600mm、縦600mmで、左の表
記は左詰め、右の表記は右詰めとする。案内サインの左側に誘導サインを設置し、地図の下部右よりの位置
に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田まちかど交流館
Takada Machikado Community Center
高田街角交流馆(原第四银行高田支店)
高田街角交流館(舊第四銀行高田支店)
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世
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（旧第四銀行高田支店）



6-8　案内＋誘導サイン（自立型・小）

28

　案内サインと誘導サインを左右に並べて設置する。地図のサイズは、横450mm、縦450mmで、左の表
記は左詰め、右の表記は右詰めとする。案内サインの左側に誘導サインを設置し、地図の下部右よりの位置
に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安
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6.　デザイン
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

浄興寺大門通り
Jokojidaimon Dori Street 

조코지 절 대문 도리
净兴寺大门路 淨興寺大門通

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世
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高田世界館
Takada Sekaikan Theater

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

町家交流館高田小町
Takada Komachi Community Center

6-9　案内＋解説サイン（自立型・小）

29

　案内サインと誘導サインを左右に並べて設置する。地図のサイズは、横450mm、縦450mmで、左の表
記は左詰め、右の表記は右詰めとする。案内サインの左側に解説サインを設置し、解説サインには解説（日
本語、英語）を写真とともに入れ、WEBサイトへの誘導のためQRコードを入れる。地図の下部右よりの位
置に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」として開業し、
大正5年（1916）に「世界館」と改称して常設の映画館となり
ました。現役で営業している映画館としては日本最古級で、
建物は国登録有形文化財であり、近代化産業遺産にも認
定されています。
　時代を感じるレトロな建物は擬洋風建築で、高田を治めた
榊原家の家紋をモチーフにした天井装飾やドリス風の円柱、
曲線状の階段の手すりなど、建設当時の姿がほぼそのまま
残されています。

In a Meiji 44 (1911) opened as a playhouse "Takadaza", 

which became a permanent movie theater renamed "World 

Pavilion" in Taisho 5 (1916). As an active cinema, it is the 

oldest movie theater in Japan and is also registered as a 

registered tangible cultural property of the country and a 

modernized industrial heritage.

In the pseudo-ocean architecture designed and constructed 

by the carpenter's ridge beam with the motif of Western 

architecture, the retro space that feels the era includes a 

ceiling decoration, a Doris style cylinder with a motif of the 

Sakakibara family who ruled Takada, a Doris style cylinder, 

a curved shape The appearance at the time of construction, 

such as the railings of the staircase, is almost left unchanged.
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Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)
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　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路
として全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の
思いやりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the walkway to 

keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature unique 

to areas with heavy snowfall. Since the sidewalks under the 

gangi eaves were simultaneously both the private property 

of individual families, and open to all people as a public 

sidewalk, streets with gangi can be said to symbolize the 

kindness and compassion of the Takada people.

Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 

seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 

has declined since the mid-19th century. Takada is home 

to the longest gangi-covered walkway in Japan.

落し式雁木造り込み式雁木
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6-10　誘導＋解説サイン（自立型）

30

　誘導サインと解説サインを左右に並べて設置する。誘導の表記は、左は左詰め、右は右詰めとする。解説
サインの左側に誘導サインを設置し、解説サインには解説（日本語、英語）を写真・イラストとともに入れ、
WEBサイトへの誘導のためQRコードを入れる。地図の下部右よりの位置に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安
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6.　デザイン

瞽女ミュージアム高田
Museum of Takada Goze

고제 뮤지엄 다카다
高田瞽女博物馆 高田瞽女博物館

50

400

30

1700

1772

1450



6-11　誘導サイン（柱付け型）

31

　誘導サインの表記は、左は左詰め、右は右詰めとする。左下に上越市のマークを入れる。

※寸法は標準的なレイアウトの目安

1000

6.　デザイン

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

1700

1900

20

20
10

10

10

10

1600

10

10

10

10

10

10

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street

 (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street 
(Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)



Honcho Dori Street

Nakamachi Dori Street

Omachi Dori Street
大町通り

仲町通り
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

本
町
通
り

H
o

n
ch

o
 D

o
ri S

tre
e

t

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

Honcho Dori Street

Nakamachi Dori Street

Omachi Dori Street
大町通り

仲町通り

寺
町

Teram
achi

本町通り

60
7-1　案内サイン（自立型・大）

7-2　案内サイン（自立型・小）

19
0
0

17
0
0

520

誘導文字

地図
(W450H450）

通り名称文字

60

通り名称文字

通り名称文字

32

900

1500

1900

15
0

975

1700

本体

仕様

鉄骨下地・ステンレス板張り焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

地図 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

3535

70

70
15
0

7. 仕様

誘導文字

地図
(W600H600）

通り名称文字

木装飾 木装飾

木装飾 木装飾

700

5050

70

70

本体

仕様

鉄骨下地・ステンレス板張り焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

地図 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）



　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路と
して全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の思い
やりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the walkway 
to keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature 
unique to areas with heavy snowfall. Since the sidewalks 
under the gangi eaves were simultaneously both the private 
property of individual families, and open to all people as 
a public sidewalk, streets with gangi can be said to 
symbolize the kindness and compassion of the Takada 
people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

雁木の街並み
Townscape with Gangi (wide eaves)

落し式雁木造り込み式雁木

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路と
して全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の思い
やりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the walkway 
to keep it clear of snow in the winter, an ingenious feature 
unique to areas with heavy snowfall. Since the sidewalks 
under the gangi eaves were simultaneously both the private 
property of individual families, and open to all people as 
a public sidewalk, streets with gangi can be said to 
symbolize the kindness and compassion of the Takada 
people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

雁木の街並み
Townscape with Gangi (wide eaves)

落し式雁木造り込み式雁木

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

7-3　案内サイン（壁付け型）

7.　仕様

700

9
8
0

17
0
0

誘導文字

マップ
(W600H600）

7-4　案内サイン（置き型）

（正面）

（板面）

（側面）

1000

70
0

1000

75
0

700

5050

10
0

10
0

750

1350

1700

仕様

本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

地図 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

表示 インクジェットプリント貼り

仕様　案内サイン  (置き型)

5
0

5
0

地図
(W600H600）

木装飾

解説

33

750

625



高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

浄興寺大門通り
Jokojiｄaimon Dori Street 

조코지 절 대문 도리
净兴寺大门路 淨興寺大門通

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世
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7-5　案内＋誘導サイン（自立型・大）

7.　仕様

7-6　案内＋誘導サイン（自立型・小）

350

60

60350

19
0
0

1900

900

1700

34

700

5050

70

70

地図
(W600H600）

通り名称文字

木装飾

520

35 35

70

誘導文字

地図
(W450H450）

通り名称文字

木装飾

1500

本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

仕様　誘導サイン  (自立)

本体

仕様　案内サイン  (自立)

鉄骨下地・ステンレス板張り焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

地図 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

975

本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

仕様　誘導サイン  (自立)

本体

仕様　案内サイン  (自立)

鉄骨下地・ステンレス板張り焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

地図 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

17
6
6

15
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8

17
0
0

70

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

高田まちかど交流館
Takada Machikado Community Center
高田街角交流馆(原第四银行高田支店)
高田街角交流館(舊第四銀行高田支店)
다카다 마치카도 교류관(구 다이시 은행 다카다 지점)

浄興寺
Jokoji Temple

조코지 절
净兴寺 淨興寺

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世

（旧第四銀行高田支店）



瞽女ミュージアム高田
Museum of Takada Goze

고제 뮤지엄 다카다
高田瞽女博物馆 高田瞽女博物館

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するために、家の道路側
に出した庇の呼び名で、豪雪地帯ならではの生活の知恵です。
雁木の下の通路は、各家の私有地でありながら、共用通路
として全ての人に解放されており、雁木通りは高田の人々の
思いやりの心とやさしさのシンボルであるといえます。
　江戸時代前期から整備され、かつては日本海側の各都市
で見られましたが、明治以降は減少しました。市内に現存する
雁木は日本一の長さを誇っています。

Gangi are house eaves that extend out over the 
walkway to keep it clear of snow in the winter, an 
ingenious feature unique to areas with heavy snowfall. 
Since the sidewalks under the gangi eaves were 
simultaneously both the private property of individual 
families, and open to all people as a public sidewalk, 
streets with gangi can be said to symbolize the kindness 
and compassion of the Takada people.
Developed in the early 17th century, gangi eaves were once 
seen in various cities along the Sea of Japan, but their number 
has declined since the mid-19th century. Takada is home to 
the longest gangi-covered walkway in Japan.

落し式雁木造り込み式雁木

雁
木
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7-7　案内＋解説サイン（自立型）

7.　仕様

7-8　誘導＋解説サイン（自立型）

350 350

17
75

17
0
0

解説（画像等あり）

60

60

1775本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

表示 インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

仕様　誘導サイン  (自立)

仕様　解説サイン  (自立)

35

本体 ステンレス板加工 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

表示 インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ）

仕様　解説サイン  (自立)

本体

仕様　案内サイン  (自立)

鉄骨下地・ステンレス板張り焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

枠 FB-3 ステンレス焼付塗装

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

地図 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

木装飾 木板ケヤキ防腐処理塗装

ノンロット205Ｎ　ＺS-DB(ダークグレイ） 高田世界館
Takada Sekaikan Theater

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

町家交流館高田小町
Takada Komachi Community Center

高田世界館

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」として開業し
、大正5年（1916）に「世界館」と改称して常設の映画館とな
りました。現役で営業している映画館としては日本最古級
で、建物は国登録有形文化財であり、近代化産業遺産にも
認定されています。
　時代を感じるレトロな建物は擬洋風建築で、高田を治めた
榊原家の家紋をモチーフにした天井装飾やドリス風の円柱、
曲線状の階段の手すりなど、建設当時の姿がほぼそのまま
残されています。

Takada Sekaikan Theater

Ina Meiji 44 (1911) opened as a playhouse "Takada Kaza", 
which became a permanent movie theater renamed "World 
Pavilion" in Taisho 5 (1916). As an active cinema, it is the 
oldest movie theater in Japan and is also registered as a 
registered tangible cultural property of the country and a 
modernized industrial heritage.
In the pseudo-ocean architecture designed and constructed 
by the carpenter's ridge beam with the motif of Western 
architecture, the retro space that feels the era includes a 
ceiling decoration, a Doris style cylinder with a motif of the 
Sakakibara family who ruled Takada, a Doris style cylinder, a 
curved shape The appearance at the time of construction, 
such as the railings of the staircase, is almost left unchanged.
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Takada Sekaikan Theater
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高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center)
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)
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350 520

35 35
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7-9　誘導サイン（柱付け型・大）

7.　仕様

7-10　誘導サイン（柱付け型・小）

300

9
0
0

19
0
0

17
0
0

180

200 115

70
0

仕様

本体 アルミ基板 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

100

250

180

5
0
0

1900

1900

36

1700

1100

1000

仕様

本体 アルミ基板 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

町家交流館 高田小町
Takada Komachi Community Center

마치야 교류관 다카다코마치
町家交流館高田小町 町家交流馆高田小町

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

구 사단장 관사
原师团长官宿舍 舊師團長官舍

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street

 (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

다카다 세계관
高田世界馆 高田世界館

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street 
(Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)



7-11　案内サイン（既存改修・Ａ）

7.　仕様

7-12　案内サイン（既存改修・Ｂ）

1400

8
5
5

1400

8
5
5

本体
（既存）

仕様

既存再利用 塗装塗り替え

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）合わせ

表示 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

本体
（既存）

仕様

既存再利用 塗装塗り替え

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

日塗工J15-30B(3分ツヤ）合わせ

表示 アルミ複合板インクジェットプリント貼り
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高田城三重櫓 
Takada Castle Three-Story Tower

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

浄興寺
Jokoji Temple

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

旧金津憲太郎桶店
Former Kanazu Kentaro Wooden Bucket Shop

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

朝市（二・七の市、四・九の市）
Morning Market   Ni-Shichi Market,Shi-Ku Market

雁木のある通り
Buildings with Gangi (wide eaves) 

　慶長19年（1614）に徳川家康の六男・松平

忠輝公の居城として築かれました。明治3年

（1870）に火災のため焼失しましたが、平成

5年（1993）に高田城のシンボルであった

三重櫓が復元されました。櫓の中は高田城に

関する展示室と展望室になっています。

Takada Castle was built in 1614 as a 
residence of Lord Matsudaira Tadateru, 
Tokugawa Ieyasu’s sixth son. The castle 
burned down in a fire in 1870, but this 
three-story building, a symbol of Takada 
Castle, was reconstructed in 1993. The 
building contains an observation room and 
exhibition rooms displaying materials 
related to Takada Castle.

Jokoji Temple was established by Shinran, the founder 
of the Jodo Shinshu sect of Buddhism, and its main hall 
has been nationally designated as an important cultural 
property. The temple was originally located in Hitachi 
Province (now Ibaraki Prefecture), and then in Shinano 
Province (now Nagano Prefecture), before moving to 
this area at the invitation of Lord Uesugi Kenshin. Then, 
after the earthquake of 1665, it was reconstructed at the 
current site (Tera-machi, Joetsu City) as part of the 
recovery efforts for the Takada Castle town.

This former dyeing factory is a typical 
example of the machiya townhouses of 
Takada. After its construction in the 
mid-19th century (late Edo era), many 
dyeing artists and factory employees lived 
and worked there. The factory’s spacious 
living room features a high ceiling with 
impressive exposed beams.

Built in the mid-19th century (late Edo era), 
this typical machiya townhouse once served 
as a bucket maker’s workshop, and many 
old everyday items can still be seen here. 
Old-fashioned architectural features like 
the high ceiling, pull-up door, and sink, bath, 
and toilet areas remain intact today.

Takada Sekaikan began its life as the 
Takada-za Playhouse in 1911, before 
becoming the Sekaikan movie theater in 
1916. It is one of the oldest movie theaters 
still in operation in Japan, and the building is 
nationally designated as a tangible cultural 
property, and has been recognized as a 
Heritage of Industrial Modernization.

Omachi Dori Street hosts two morning 
markets, the Nishichi no Ichi (“2-7 Market”) 
and the Shiku no Ichi (“4-9 Market”), which 
are held on dates containing the numbers 
two or seven, and dates containing the 
numbers four or nine, respectively. Street 
stalls selling items such as fresh fruit and 
vegetables, dried salted foods, and 
ornamental plants line the streets, earning 
these markets their nickname as the area’s   
 “kitchen.”

First developed in the early 17th century, 
gangi are house eaves that extend out over 
the walkway to keep it clear of snow in the 
winter, an ingenious feature unique to areas 
with heavy snowfall. Takada is home to the 
longest gangi-covered walkway in Japan.

This former division commander's official 
residence was built in 1910 at the request of 
Nagaoka Gaishi, third director of the 13th 
Division of the Imperial Japanese Army, and 
was used as a barracks for officers of the 
Japan Ground Self-Defense Force Takada 
Camp until 1991. It is one of the few 
western-style wooden buildings from the 
Meiji era that remain in the city today.

　明治43年(1910)に旧陸軍第13師団第3代

師団長・長岡外史中将によって師団長官舎と

して建てられました。平成3年(1991)までは、

陸上自衛隊高田駐屯地の幹部宿舎として

使われていた、市内に残る数少ない明治期の

洋風木造建築物です。

　浄土真宗の宗祖親鸞聖人によって創設さ

れた寺院で、本堂は国指定重要文化財です。

もとは常陸国（現茨城県）にありましたが、

信濃国（現長野県）を経て、上杉謙信公の招き

でこの地へ移り、寛文5年(1665)の地震後、

高田城下復興の際に現在地（上越市寺町）

に再建されました。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。江戸時代以

来染物屋を営み、多くの職人や使用人たちが

住み込みで働いていました。大きなチャノマ

の吹抜け空間には、梁組と整然と組まれた貫

が端正な表情を見せています。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。桶職人の

仕事場等、懐かしい暮らしの道具がたくさん

残っています。吹抜けやスリアゲ戸の跡など

見所も多く、水廻りも古い状態で残されてい

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」と

して開業し、大正5年（1916）に「世界館」と

改称して常設の映画館となりました。現役で

営業している映画館としては日本最古級で、

建物は国登録有形文化財であり、近代化

産業遺産にも認定されています。

　大町通りでは、2と7のつく日にある「二・七

の市」と、4と9のつく日にある「四・九の市」

の二つの朝市が開催されます。新鮮な野菜や

果物、塩乾物や花卉等の露店が通りに並び、

地元の人々の台所としても親しまれています。

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するため

に、家の道路側に出した庇の呼び名で、豪雪

地帯ならではの生活の知恵です。江戸時代

前期から整備され、市内に現存する雁木は

日本一の長さを誇っています。

表示面貼り替え

高田城三重櫓 
Takada Castle Three-Story Tower

旧師団長官舎
Former Self-Defense Force Barracks

浄興寺
Jokoji Temple

旧今井染物屋
Former Imai Dyehouse

旧金津憲太郎桶店
Former Kanazu Kentaro Wooden Bucket Shop

高田世界館
Takada Sekaikan Theater

朝市（二・七の市、四・九の市）
Morning Market   Ni-Shichi Market,Shi-Ku Market

雁木のある通り
Buildings with Gangi (wide eaves) 

　慶長19年（1614）に徳川家康の六男・松平

忠輝公の居城として築かれました。明治3年

（1870）に火災のため焼失しましたが、平成

5年（1993）に高田城のシンボルであった

三重櫓が復元されました。櫓の中は高田城に

関する展示室と展望室になっています。

Takada Castle was built in 1614 as a 
residence of Lord Matsudaira Tadateru, 
Tokugawa Ieyasu’s sixth son. The castle 
burned down in a fire in 1870, but this 
three-story building, a symbol of Takada 
Castle, was reconstructed in 1993. The 
building contains an observation room and 
exhibition rooms displaying materials 
related to Takada Castle.

Jokoji Temple was established by Shinran, the founder 
of the Jodo Shinshu sect of Buddhism, and its main hall 
has been nationally designated as an important cultural 
property. The temple was originally located in Hitachi 
Province (now Ibaraki Prefecture), and then in Shinano 
Province (now Nagano Prefecture), before moving to 
this area at the invitation of Lord Uesugi Kenshin. Then, 
after the earthquake of 1665, it was reconstructed at the 
current site (Tera-machi, Joetsu City) as part of the 
recovery efforts for the Takada Castle town.

This former dyeing factory is a typical 
example of the machiya townhouses of 
Takada. After its construction in the 
mid-19th century (late Edo era), many 
dyeing artists and factory employees lived 
and worked there. The factory’s spacious 
living room features a high ceiling with 
impressive exposed beams.

Built in the mid-19th century (late Edo era), 
this typical machiya townhouse once served 
as a bucket maker’s workshop, and many 
old everyday items can still be seen here. 
Old-fashioned architectural features like 
the high ceiling, pull-up door, and sink, bath, 
and toilet areas remain intact today.

Takada Sekaikan began its life as the 
Takada-za Playhouse in 1911, before 
becoming the Sekaikan movie theater in 
1916. It is one of the oldest movie theaters 
still in operation in Japan, and the building is 
nationally designated as a tangible cultural 
property, and has been recognized as a 
Heritage of Industrial Modernization.

Omachi Dori Street hosts two morning 
markets, the Nishichi no Ichi (“2-7 Market”) 
and the Shiku no Ichi (“4-9 Market”), which 
are held on dates containing the numbers 
two or seven, and dates containing the 
numbers four or nine, respectively. Street 
stalls selling items such as fresh fruit and 
vegetables, dried salted foods, and 
ornamental plants line the streets, earning 
these markets their nickname as the area’s   
 “kitchen.”

First developed in the early 17th century, 
gangi are house eaves that extend out over 
the walkway to keep it clear of snow in the 
winter, an ingenious feature unique to areas 
with heavy snowfall. Takada is home to the 
longest gangi-covered walkway in Japan.

This former division commander's official 
residence was built in 1910 at the request of 
Nagaoka Gaishi, third director of the 13th 
Division of the Imperial Japanese Army, and 
was used as a barracks for officers of the 
Japan Ground Self-Defense Force Takada 
Camp until 1991. It is one of the few 
western-style wooden buildings from the 
Meiji era that remain in the city today.

　明治43年(1910)に旧陸軍第13師団第3代

師団長・長岡外史中将によって師団長官舎と

して建てられました。平成3年(1991)までは、

陸上自衛隊高田駐屯地の幹部宿舎として

使われていた、市内に残る数少ない明治期の

洋風木造建築物です。

　浄土真宗の宗祖親鸞聖人によって創設さ

れた寺院で、本堂は国指定重要文化財です。

もとは常陸国（現茨城県）にありましたが、

信濃国（現長野県）を経て、上杉謙信公の招き

でこの地へ移り、寛文5年(1665)の地震後、

高田城下復興の際に現在地（上越市寺町）

に再建されました。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。江戸時代以

来染物屋を営み、多くの職人や使用人たちが

住み込みで働いていました。大きなチャノマ

の吹抜け空間には、梁組と整然と組まれた貫

が端正な表情を見せています。

　19世紀中頃（江戸時代後期）に建てられ

た高田を代表する町家建築です。桶職人の

仕事場等、懐かしい暮らしの道具がたくさん

残っています。吹抜けやスリアゲ戸の跡など

見所も多く、水廻りも古い状態で残されてい

　明治44年（1911）に芝居小屋「高田座」と

して開業し、大正5年（1916）に「世界館」と

改称して常設の映画館となりました。現役で

営業している映画館としては日本最古級で、

建物は国登録有形文化財であり、近代化

産業遺産にも認定されています。

　大町通りでは、2と7のつく日にある「二・七

の市」と、4と9のつく日にある「四・九の市」

の二つの朝市が開催されます。新鮮な野菜や

果物、塩乾物や花卉等の露店が通りに並び、

地元の人々の台所としても親しまれています。

　雁木は、冬の積雪時に通路を確保するため

に、家の道路側に出した庇の呼び名で、豪雪

地帯ならではの生活の知恵です。江戸時代

前期から整備され、市内に現存する雁木は

日本一の長さを誇っています。

表示面貼り替え



7-13　案内サイン（既存改修・Ｃ）

7.　仕様

7-14　誘導サイン（既存記名サインに表示追加）

980
900

15
0
0

160

5
0
0

表示面貼り替え

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）合わせ

日塗工J15-30B(3分ツヤ）合わせ

本体
（既存）

既存再利用 塗装塗り替え

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

表示 アルミ複合板インクジェットプリント貼り

仕様

仕様

本体 アルミ基板 焼付塗装

日塗工J15-30B(3分ツヤ）

文字 塩ビシート切り文字

３Ｍ/JS1114XL（ミルキーグレイ）
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誘導表示追加（両面）

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）

다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

高田城址
Takada Castle Ruins

다카다 성지
高田城堡遗址 高田城堡遺址

旧今井染物屋
 Former Imai Dyehouse

구 이마이 염색집
原今井染物屋 舊今井染物屋

瞽女ミュージアム高田
Museum of Takada Goze

고제 뮤지엄 다카다
高田瞽女博物馆 高田瞽女博物館

高田駅（観光案内所）
Takada Station (Tourist Information Center）
다카다역(관광안내소)
高田站(旅游服务咨询中心) 高田站(觀光服務中心)

本町通り（高田本町商店街）
Honcho Dori Street
 (Takada Honcho Shopping Street)

혼초도리（다카다혼초 상점가）
本町路(高田本町商业街) 本町通(高田本町商店街)

浄興寺大門通り
Jokojiｄaimon Dori Street 

조코지 절 대문 도리
净兴寺大门路 淨興寺大門通

百年料亭 宇喜世
Hyakunen Ryotei Ukiyo

햐쿠넨 료테이 우키요(고급 일식집)
百年料亭 宇喜世 百年料亭 宇喜世
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8. 構造

8-1　案内サイン（自立型・大）
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8-2　案内サイン（自立型・小）

8.　構造



41

8-3　誘導 + 解説サイン（自立型）

8.　構造
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8-4　案内（大）+ 誘導 or 解説サイン（自立型）

8.　構造
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8-5　案内（小）+ 誘導 or 解説サイン（自立型）

8.　構造
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8-6　案内サイン（自立・大）
　案内サイン（自立・小）
　誘導サイン（自立型）
　解説サイン（自立型）
　案内（大）+ 誘導 or 解説サイン（自立型）
　案内（小）+ 誘導 or 解説サイン（自立型）

8.　構造
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8-7　案内サイン（壁付け型）

8.　構造
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8-8　案内サイン（置き型）

8.　構造
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8.　構造



48

8.　構造

8-9　誘導サイン（柱付け型・大）
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8.　構造

8-10　誘導サイン（柱付け型・小）
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8.　構造

8-11　誘導サイン（既存記名サインに表記追加）
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策　定　上越市 企画政策部 企画調整課
受託者　ヨシダメンテナンス株式会社

高田街なか回遊サインマニュアル




