
様式（１）-①

都市再生整備計画

相川
あ い か わ

地区

新潟
にいがた

県　佐渡
さ ど

市
し

令和２年３月
事業名 確認

都市構造再編集中支援事業
都市再生整備計画事業
まちなかウォーカブル推進事業



都市再生整備計画の目標及び計画期間 様式（１）-②

市町村名 地区名 面積 152 ha

令和 2 年度　～ 令和 6 年度 令和 2 年度　～ 令和 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/年 平成２８年 令和６年

人/年 平成２８年 令和６年

213,000

指　　標

観光入り込み客数 区域内にある歴史文化施設の入館者数

歴史的建造物の保存活用や散策路の整備を推進することで、目
標１の、「来訪者増加」の効果を、計画区域内の歴史文化施設利
用者数で確認する。 194,000

交付期間

まちあるきガイド利用者数 まちあるきガイドを利用する観光客数

ボランティアガイドのスキルアップや、散策路の整備を推進するこ
とで、目標２の、「来訪者の利便性向上」の効果をまちあるきガイド
の利用者数で確認する。 8,700 10,400

大目標：「金銀山とともに育まれた歴史・文化を誇るまち相川」として、歴史的な景観を活用した魅力あふれるまちづくりを進め、町並みにあった散策路や歴史的建造物の整備を推進し、来訪者の増加を図る。
　
目標１：金銀山のまちとして、地域資源である歴史的な町並み景観を、防災面にも配慮しながら保存・再生し、活用することにより、魅力あふれるまちづくりを推進し、来訪者の増加を図る。
目標２：「おもてなしの観光」を目指すため、地域の魅力を発信するための来訪者へのサービスを充実することで、来訪者の利便性向上を図る。

・世界遺産登録を目指す相川には、金銀山と共に江戸時代から現在へと続く歴史を今に残す建造物や町並みが数多く残され、市民生活と一体となった歴史的風致が受け継がれており、本市の歴史・伝統・文化を象徴する地区である。
・町並み整備は平成19年から平成23年までの間、「都市再生整備事業（旧まちづくり交付金事業）」による取組みを実施してきており、次の段階のまちづくりが期待されている。
・佐渡金銀山の価値や魅力を伝えるガイダンス施設「きらりうむ佐渡」が平成31年４月に開館し、新たな観光拠点として期待されている。
・市街地を含むこの地域は古くから観光の街として栄えてきたが、近年の観光客数減少に伴い、当地区のまちづくりにも大きな影響を及ぼしている。

　・当地区は「金銀山のまち」として繁栄してきた歴史を今に残す建造物等が多数現存しており、散策型観光を充分満足させる地域資源を有しながら、散策ルートの整備が十分ではない。
　・当地区は狭隘地が多い場所に成立した観光地で、来訪者用の駐車場が慢性的に不足しており、その対策が求められている。
　・想定される散策ルート上には、建物内部を見学出来る歴史的建造物や来訪者へ各種情報を提供する散策拠点施設が少なく、これらの整備が求められている。
　・当地区において、高齢化や人口減少が顕著であり、歴史的景観の保全に影響を及ぼしている。このため、将来にわたる歴史的景観の保全や歴史的建造物における居住や活用を保持するための修理・修景や耐震補強等の対策が求められている。
　・当地区は、狭隘地に木造家屋が密集しており、火災を中心とする災害への迅速な対応が困難な箇所が多いことから、地域住民を中心とする自主防災組織の育成などの防災機能の強化が求められている。

【佐渡市将来ビジョン】
　・持続可能な循環型社会の実現に向けた経済活性化戦略　：　「産業の振興」「観光地域づくりの推進」「交流ネットワークの充実」「佐渡活性化に向けた地域づくり」「災害に強い島づくり」

【佐渡市都市計画マスタープラン】
　・まちづくりの目標　：　「自然と共生する佐渡」「人にやさしい佐渡」「活力あふれる佐渡」「安心して暮らし続けられる佐渡」「歴史文化を守り育む佐渡」

【佐渡市歴史的風致維持向上計画（案）】
　・基本方針　：　「歴史的建造物」・「まち並み整備と防災・防犯」・「歴史的な活動と拠点施設整備」・「観光振興と周辺駐車場などの環境」

6

定　　義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

都道府県名 新潟県 佐渡市
さどし

相川
あいかわ

地区
ちく

計画期間



都市再生整備計画の整備方針等 様式（１）-③

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
　佐渡市歴史的風致維持向上計画に位置づけられている事業については、有識者や地域住民の代表等で構成する佐渡市歴史的風致維持向上協議会に事業の進捗状況等を報告し、計画の実現に向けた管理を行う。

方針に合致する主要な事業
金銀山のまちとして、地域資源である歴史的な町並み景観を保存・再生し、活用することにより、魅力あふれるまちづくりを推進し、来訪者の増加を図
る。

・地区内の歴史的建造物を修理し、観光の拠点施設として活用することで新たな誘客を図る。
・歴史的景観を保全・活用したまちづくりを住民と一体となって行うことで、町並み保存や居住の継続性を保持することにより、にぎわいの創出に繋げる。
・歴史的町並みの散策路の美装化、町並みに調和した照明施設の整備を行うことで、散策ルートの質の向上を図る。
・住民の防災意識の啓発を図り、自主防災組織の育成・強化や地域防災設備の整備に向けた検討を行うことで、災害に強い歴史的町並み景観の保存管
理に繋げる。

基幹事業
　既存建物活用事業（旧深見家住宅改修　観光交流センター整備等）
　高質空間形成事業（散策路整備　市道美装化）
　　　　　　　　　　　　　（散策路整備　階段修景）
　　　　　　　　　　　　　（照明施設整備）
提案事業
　地域創造支援事業（意識向上・景観整備活用事業）
　　　　　　　　　　　　　（地域防災力向上支援事業）

「おもてなしの観光」を目指すため、地域の魅力を発信するための来訪者へのサービスを充実することで、来訪者の利便性向上を図る。

・当地区は狭隘地が多い場所に成立した観光地であり、慢性的に不足している来訪者用の駐車場整備及び道路幅員が狭く交通渋滞緩和対策を推進する
ことで来訪者の利便性の向上を図る。
・来訪者の誘導や現地における解説、規制のためのサイン整備を行う。
・散策路の美装化を行うことで来訪者の誘導を図る。
・地区内の回遊性向上を目的としたコミュ二ティサイクルの整備、来訪者の利便性を向上するためのガイド養成を目的とした住民ガイド等のスキルアップ研
修を行い、リピーターの増加を目指す。

基幹事業
　地域生活基盤施設（弥十郎駐車場整備）
　　　　　　　　　　　　　（来訪者用サイン整備）
　高質空間形成事業（散策路整備　市道美装化）
　　　　　　　　　　　　　（散策路整備　階段修景）

提案事業
　地域創造支援事業（渋滞緩和対策事業）
　　　　　　　　　　　　　（コミュ二ティサイクル整備）
　　　　　　　　　　　　　（住民ガイド研修事業　インバウンド対応含む）



目標を達成するために必要な交付対象事業等に関する事項（都市再生整備計画事業） 様式（１）-④-２

（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 費用便益比
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 うち民負担分 事業費 Ｂ／Ｃ

道路

道路

道路

道路

公園

古都保存・緑地保全等事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム

地域生活基盤施設 駐車場 佐渡市 直 3,000㎡ R5 R6 R5 R6 11.0 11.0 11.0 11.0 -

地域生活基盤施設 情報板 佐渡市 直 6箇所 R3 R6 R3 R6 9.0 9.0 9.0 9.0 -

高質空間形成施設 緑化施設等 佐渡市 直 2,650m R2 R6 R2 R6 340.0 340.0 340.0 340.0 -

高質空間形成施設 緑化施設等 佐渡市 直 1,000m R2 R6 R2 R6 61.0 61.0 61.0 61.0 -

高質空間形成施設 緑化施設等 佐渡市 直 160箇所 R2 R6 R2 R6 40.0 40.0 40.0 40.0 -

高質空間形成施設 歩行者支援施設、障害
者誘導施設等

佐渡市 直 1,000m R2 R6 R2 R6 33.0 33.0 33.0 33.0 -

高次都市施設地域交流センター

観光交流センター

まちおこしセンター

子育て世代活動支援センター

複合交通センター

既存建造物活用事業 佐渡市 直 79㎡ R3 R6 R3 R6 96.0 96.0 96.0 96.0 -

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

バリアフリー環境整備事業

優良建築物等整備事業

住宅市街地
総合整備
事業

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

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 590.0 590.0 590.0 0.0 590.0 - …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 うち民負担分 事業費

佐渡市 直 ― R3 R4 R3 R4 8.0 8.0 8.0 8.0

佐渡市 直 ― R3 R3 R3 R3 5.0 5.0 5.0 5.0

佐渡市 直 ― R2 R6 R2 R6 2.0 2.0 2.0 2.0

佐渡市 直 ― R2 R2 R2 R2 5.0 5.0 5.0 5.0

佐渡市 直 ― R2 R6 R2 R6 25.0 25.0 25.0 25.0

佐渡市 直 ― R2 R6 R2 R6 5.0 5.0 5.0 5.0

合計 50.0 50.0 50.0 0.0 50.0 …B

合計(A+B) 640.0
（参考）都市構造再編集中支援事業関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間単独 開始年度 終了年度

合計 0

住民ガイド研修事業

渋滞緩和対策事業

意識向上・景観整備活用事業

散策路整備事業（階段）手摺整備

交付対象事業費 640 交付限度額

細項目

288 国費率 0.45

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

弥十郎駐車場整備

旧深見家住宅改修

来訪者用サイン整備事業

散策路整備事業（市道）

散策路整備事業（階段）石段整備

照明施設整備事業

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

地域創造
支援事業

商品開発等実施支援事業

コミュニティサイクル整備事業

地域防災力向上支援事業

事業活用調
査

まちづくり活
動推進事業

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模

規模

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費

（いずれかに○） 事業期間
全体事業費事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名



都市再生整備計画の区域 様式（１）-⑥

　相川地区（新潟県佐渡市） 面積 152 ha 区域 相川下戸村～相川諏訪町～下相川

計画地域

佐渡市
（佐渡島）

主要地方道 相川佐和田線
主要地方道 佐渡一周線

県道 白雲台乙和池相川線

凡 例

相川郷土博物館
（観光施設）
相川技能伝承展示館
（観光施設）

北沢浮遊選鉱場
（史跡佐渡金銀山遺跡）

佐渡金山
（観光施設）

大間港
（史跡佐渡金銀山遺跡）

佐渡奉行所跡
（観光施設）

大安寺
（史跡佐渡金銀山遺跡）

版画村美術館
（観光施設）
鐘楼
（史跡佐渡金銀山遺跡）

春日神社

きらりうむ佐渡
（史跡佐渡金銀山遺跡ガイダンス施設、
観光案内所）

佐渡市役所 相川支所

歴まち区域

都市再生整

備計画区域

県道・主要地方道

善知鳥神社


