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1111----1111....将来土地利用方針将来土地利用方針将来土地利用方針将来土地利用方針    

 

『田上版コンパクトなまちづくり』実現のため、今後の土地利用については、「市街地」と「そ

の他地域」を明確にし、無秩序な市街化の抑制と良好な自然環境の保全を図ります。 
 

■■■■エリアのエリアのエリアのエリアの設定設定設定設定    

 

都市構造図におけるエリア設定をもとに、「市街地」と「その他」の区域分けを行い、その上で

それぞれのエリアの方針を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（１１１１））））市街地市街地市街地市街地のののの条件条件条件条件とととと整備方針整備方針整備方針整備方針    

 

鉄道駅周辺及び現用途地域など（すでに市街化している区域と今後市街化が見込まれる区域）

を市街地とし、今後の都市的な開発はこの市街地内への誘導を基本とします。 
 

【鉄道駅周辺の地域拠点】 

・鉄道駅からおおむね※500m 以内の区域を地域拠点とし、

区域内では積極的な都市的整備を図ります。 

・公共交通結節点としての機能整備と併せて、店舗、飲

食、業務などの都市サービスが集まる地区の形成によ

り、求心力の向上を目指します。 

 

【現用途地域及びその周辺】 

・すでに用途地域が指定されている区域は、その用途地

域の目的に沿った土地建物利用の形成を進めます。 

 

 

■土地利用のエリア設定 

（１）市街地（今後とも積極的に開発等を進める地域） 

【市街地】：鉄道駅のまわり（地域拠点） 

     ：すでに用途地域が指定されている区域と今後用途地域指定が 

見込まれる区域 

（２）その他（開発等は行わず、現在の環境を保全する地域） 

【居住域】：市街地以外の住宅地、集落など 

【農用地】：主に町域西側の水田地域など 

【山林地】：主に町域東側の山地など 

 

 
※【地域拠点範囲の根拠】 

・成人（高齢者）の平均歩行速度を３km/h とする（＝50m/分） 

・10 分間の移動距離は約 500m（10 分×50m/分）→ 最大徒歩圏 500m 

図：地域拠点の配置 

羽生田駅 

田上駅 
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【用途地域指定・見直しの方針】 

・現用途地域に隣接し、用途地域内と一体的な土地利用を形成しており、用途地域編入の要件

を満たしている地区については、用途地域の拡大を目指します。 

・用途地域の指定のない羽生田駅の西側及び田上駅周

辺については、『田上版コンパクトなまちづくり』

の考えにもとづき、地域拠点である「市街地」とし

ての位置づけのもと、用途地域の編入を目指します。 

・現用途地域と現況の土地利用がかい離する地区など、

現況の用途地域での規制や運用に不都合が生じてい

る地区については、適宜、用途地域の種類の見直し

を検討します。 

 

（（（（２２２２））））そのそのそのその他地域他地域他地域他地域のののの条件条件条件条件とととと整備方針整備方針整備方針整備方針    

 

市街地以外の区域は市街化を抑制し、既存の環境を守るべき区域（居住域、農用地、山林など）

とします。よって、当該区域内での無秩序な市街地拡大を防止するため、開発などは用途地域内

への誘導を図ります。 

 

【居住域の整備方針】 

・現用途地域より外側や駅周辺の地域拠点に該当しない宅地は、既存の住環境などの維持を基

本とします。 

・居住者の分家住宅や居住者のための利便施設などの立地を推進するなど、地域の活力維持に

努めます。 

・すでに用途地域編入の要件を満たしている場合は、市街地としての位置づけのもと、その境

界を明確にするため用途地域への拡大を検討します。 

 

【農用地の整備方針】 

・多様な公益機能（食糧生産、保水、景観形成など）

を有する農用地は保全を原則とし、新たな開発を抑

制します。 

・「人・農地プラン」にもとづき、農業の後継者確保

や農地の集積などを推進するとともに、都市住民と

の交流の場としての活用も検討します。 

 

【山林地の整備方針】 

・多様な公益機能（水源涵養、ＣＯ2 削減、災害防止、景観形成など）を有する山林地は保全

を原則とし、新たな開発は抑制を図ります。 

・町のシンボルともいえる竹林の保全と地域資源としての活用を図ります。 

・山林資源が都市住民のやすらぎや学習・交流資源につながるよう、有効活用を目指します。 
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■■■■拠点拠点拠点拠点のののの設定設定設定設定    
 

町の土地利用上、重要な機能を有する地区を拠点に位置づけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【産業拠点】 

・中轌工業団地については、隣接する本田上工業団地

との連携強化による一体化を図ります。 

・本田上工業団地については、今後の町の産業活性の

核として、国道 403 号バイパス整備と合わせた積極

的な企業誘致を行います。 

・川船河工業団地は、今後とも多くの雇用を提供する

産業拠点として産業の利便を増進するため、用途地

域への編入を検討します。 

 

【教育拠点】 

・児童生徒の登下校時における安全性向上に配慮したアクセス整備を検討します。 

 

【交流拠点】 

・護摩堂山と湯田上温泉、田上町総合公園（ＹＯＵ・

遊ランド）と梅林・森林公園など、近接する交流拠

点同士の連携強化を図るとともに、そのつながりを

全町域や広域的（新潟市南区、秋葉区、五泉市、加

茂市など）な交流圏域との関連づけを意識し、交流

人口の拡大に資する整備を目指します。 

 

【行政拠点】 

・町役場を中心とした行政サービス機能の拡充を目指すとともに、町民の利便性向上のための

アクセス整備を検討します。 

 

■土地利用の拠点設定 

【産業拠点】：多くの企業が集積する、町の産業の中心となる拠点 

【教育拠点】：「田上の 12か年教育」を推進するための拠点 

【交流拠点】：多くの来訪者が訪れる、町の主な拠点 

【行政拠点】：町民生活のための行政サービスを行う拠点 
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図：土地利用方針図 
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1111----2222....隣接隣接隣接隣接するするするする加茂市加茂市加茂市加茂市とのとのとのとの一体的土地利用一体的土地利用一体的土地利用一体的土地利用    

 

本町は隣接する加茂市とともに「加茂都市計画区域」を構成しており、町の南部は加茂市と一

体的な用途地域が指定されています。 

また、この行政界付近には新潟経営大学や新潟中央短期大学などの公共施設も立地しているこ

とから、これら機能の利便にも配慮しながら連携した土地利用を形成していく必要があります。 

 

【加茂市との一体的な市街地の形成】 

・南部の坂田や上吉田、川船河地区は、隣接する加茂市街地の都市機能と連携しながら生活環

境の充実を目指します。 

・新潟経営大学や新潟中央短期大学などの教育機関が立地することから、加茂市と一体となっ

た学生のための居住環境や生活利便の維持充実を目指します。 

 

 

1111----3333....市街地内市街地内市街地内市街地内やややや集落地内集落地内集落地内集落地内のののの未利用地未利用地未利用地未利用地のののの有効活用有効活用有効活用有効活用    

 

現用途地域内やその周辺には比較的まとまった農地や未利用地が多く残存しています。これら

低未利用地については、適切な整備と活用を図る必要があります。 

 

【低未利用地活用の方針】 

・市街地、特に地域拠点に位置づけられる地区内の未

利用地については、積極的な都市的土地利用への転

換、誘導を推進します。 

・市街地外の居住域については、うるおいある居住環

境などの維持のため、緑地資源としての保全を検討

します。 

・既存の「空き家情報バンク」制度を活用し、有効な

土地・建物利用を図ります。 

・農用地付近にある集落内の空き家や空き地は、都市

部に近い多自然型居住地としての整備を推進すると

ともに、都市と農村との交流の場としても活用を目

指します。 
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2222----1.1.1.1.交通体系交通体系交通体系交通体系（（（（ネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくりネットワークづくり））））    

 

町内の広域道路は、国県道が縦横に連絡し、町道がこれら幹線道路を補完しています。また、

鉄道はＪＲ信越本線が南北を縦断します。今後は、各道路がそれぞれの役割を担い、円滑、快適

で、多様な交流の拡大や生活利便、産業活動など魅力ある移動を支援するネットワークを構築す

る必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（１１１１））））広域幹線道路広域幹線道路広域幹線道路広域幹線道路（（（（国道国道国道国道 403403403403 号号号号バイパスバイパスバイパスバイパス））））    

国道 403 号バイパスは、町の重要な広域幹線道路であり、大型車を含む多くの交通利用が期待

されます。市街地内を通過する交通を郊外に誘導するためにも早急な整備が必要です。 

 

【広域幹線道路の整備方針】 

・国道 403 号バイパスは、今後とも町内を通過する広域

幹線道路としての機能を担う事や、市街地内の生活環

境の改善を図るため、未供用区間の早期整備を関係機

関に働きかけます。 

 

（（（（２２２２））））地域幹線道路地域幹線道路地域幹線道路地域幹線道路（（（（現現現現国道国道国道国道 403403403403 号号号号、、、、県道県道県道県道））））    

現国道 403 号及び県道は、行政界付近では多くが山林地や河川などの地形となります。このた

め、急カーブ、急勾配、橋梁などの構造となり、多くの区間で線形や幅員などが制約されていま

す。今後はこれらの解消に努める必要があります。 

 

■道路網の種類と役割 
 

（１）広域幹線道路 

・広域的な連絡道路の町内通過交通を処理する。 

【対象】国道 403号バイパス 
 

（２）地域幹線道路 

・田上町と隣接都市を連絡する、または町内の主要拠点間を連絡する。 

【対象】現国道 403号、主要地方道新潟小須戸三条線 

主要地方道新潟五泉間瀬線、主要地方道村松田上線など 
 

（３）区画道路・生活道路 

・住宅地内や集落地内の道路で、幹線道路へ連絡する。 

【対象】町道など 
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【地域幹線道路の整備方針】 

・現国道 403 号は、今後のバイパス整備に伴い交通量の減少が予想されますが、市街地内を走

行する区間が長いため、歩行者などの安全性にも配慮した改良を働きかけます。 

・主要地方道新潟小須戸三条線は、広域的な通過交通機能のほかに、川通地区居住者の主要な

生活幹線道路としての役割も担っています。このため、幅員狭小な区間の改良とともに、歩

行者などの安全確保にも配慮した整備を働きかけます。 

・主要地方道新潟五泉間瀬線は、五泉市との境界付近における急勾配や幅員狭小の改良や冬期

通行止めの解消に向けた整備を働きかけます。 

・主要地方道村松田上線は、一定速度での走行が可能であり、大型車の交通量も多いことから、

事故の発生を抑制するよう、安全性の向上を働きかけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図：道路ネットワーク方針図 
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（（（（３３３３））））区画道路区画道路区画道路区画道路・・・・生活道路生活道路生活道路生活道路（（（（町道町道町道町道等等等等）））） 

 

町民が日常生活を送る上で最も身近な区画道路・生活道路については、幹線道路へのアクセス

確保とともに、利便性、安全性、防災性に配慮した整備が必要です。 

 

【区画道路・生活道路の整備方針】 

・乗用車が相互通行できない狭幅員道路は、救急や消防活動に支障をきたすことのないよう改

善を目指します。 

・教育拠点の周辺については、狭幅員道路が多く、児童生徒の登下校時の安全確保のため、安

全対策を行い、利便性の向上に努めます。 

・カーブが連続して見通しがよくない道路や未舗装の道路については、地域の声を聞きながら

安全対策を施し、解消を目指します。 

・開発に伴う道路整備については、連続性のある良質な道路の整備を指導します。 
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（（（（４４４４））））都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路    

 

町内には６本の都市計画道路が計画され、整備済が１路線、事業中が１路線、未整備が４路線

となっています。今後の都市計画道路整備については、諸条件を勘案し、新規路線の計画決定も

含めた適切な方針を検討する必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【都市計画道路の整備方針】 

・現国道 403 号である 3.6.10加茂新津線は、事

業着手の必要性や実現性などを踏まえた計画

の見直しを検討します。 

・3.5.100村松田上線については既存の県道が概

成していますが、事業の必要性や実現性を踏ま

えた計画の見直しを検討します。 

・3.4.101原ヶ崎横場線は、現道が概成されてい

ますが、踏切による走行上の支障があります。

この道路は役場へ連絡する重要な路線である

ことから、鉄道交差部を立体化するための線形

など、計画の適正な見直しを検討します。 

・3.4.102山田普代線は、計画路線が中轌工業団

地内ですでに宅地化されていることから事業

の可能性は低い状況にあります。必要性を踏ま

えた代替路の検討など、計画の見直しを検討し

ます。 

図：都市計画道路整備状況図 

都市計画道路の状況 
 

 

 
幅 員 延 長 整備状況 

最終都市計画 

決定日 

3.3.14 国道 403 号線 26.0m 
6,860m 

(田上町分) 

一部事業中 

残りは整備済 
H8.4.12 

3.6.10 加茂新津線 11.0m 
4,950m 

(田上町分) 
全線未整備 H8.4.12 

3.5.100 村松田上線 12.0m 470m 全線未整備 H8.4.12 

3.4.6 千刈線 13.5m 
350m 

(田上町分) 
全線整備済 H3.3.1 

3.4.101 原ヶ崎横場線 16.0m 470m 全線未整備 H8.4.12 

3.4.102 山田普代線 16.0m 680m 全線未整備 H8.4.12 
 

資料：新潟県の都市計画平成 24 年度版 
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2222----2.2.2.2.歩行歩行歩行歩行・・・・走行環境走行環境走行環境走行環境のののの整備整備整備整備    

 

高齢者や子どもをはじめ、全ての人が安心・安全に歩行できる環境とともに、自転車や自動車

がそれぞれの立場で快適に利用できる道路環境づくりが必要です。 

 

【歩行者・自転車空間の整備方針】 

・通学路や公共施設周辺など多くの人が集まる場所周

辺の道路では、安全快適な歩行が可能となるよう、

高齢者にも配慮したバリアフリーの歩道整備とその

連続性の確保を図ります。 

・市街地や集落内では、夜間歩行時の安全確保のため、

防犯灯の維持管理及びＬＥＤ化の整備を図ります。 

・町民の健康の維持増進のため、自転車の安全な走行

が可能な道路の整備やサイクリングロードの整備、

自転車走行帯の確保などを検討します。 

 

【自動車走行環境の方針】 

・山間地や河川沿岸などの危険箇所については、対策工事や防護柵設置などによる安全性の向

上を目指します。 

・市街地や集落地での未舗装区間の改善や街路樹の設置など、快適で環境にも配慮した道路環

境整備を目指します。 

・市街地内での歩行や通行上の支障となる路上駐車をなくすため、道路沿線の空き地を利用し

た手軽な駐車スペースの配置・整備を検討します。 

 

【降雪時を意識した道路整備方針】 

・町の除雪計画や雪みち計画にもとづき、積雪時の車

両のすれ違いの際の安全性確保を図るとともに、通

学路や歩行者の多い道路での安全な歩道の確保を目

指します。 

・勾配のある道路においては、凍結時のスリップ事故

などを防止するため、主な危険箇所に融雪剤を設置

するなどの対策を講じます。 

・冬期降雪時の除雪体制については、関係機関と連携

し、除雪区間の連続性確保と除雪時間の定時性確保

を目指します。 
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2222----3.3.3.3.公共交通公共交通公共交通公共交通のののの利便増進利便増進利便増進利便増進    

 

今後、自動車を運転しない高齢者などの増加や、環境負荷の低減の必要性、町民の健康管理へ

の意識の高まりなど、これまでの自動車に依存した交通体系を見直す必要があります。これに合

わせ、町民の意識やライフスタイルが自動車による移動から公共交通や自転車による移動へ徐々

に変化していくよう努める必要があります。 

なお、住民の足である公共交通の整備は、『田上版コンパクトなまちづくり』を進める上で重要

な政策のひとつとなります。 

 

【鉄道駅周辺の整備方針】 

・田上駅、羽生田駅の周辺について、パークアンドラ

イド用の駐車場、駐輪場の整備拡充を目指し、乗り

継ぎ機能の向上を目指します。 

・鉄道駅の利用促進と求心力の向上を図るため、他の

公共交通との連携強化や商業・サービス・休憩機能

等の併設、駅前広場の整備などを検討し、駅周辺の

環境改善を目指します。 

・田上・羽生田両駅ともに、西側住宅地へのアクセス

改善を検討します。 

・田上駅周辺については、湯田上温泉や護摩堂山など

の観光地が近隣するため、観光名所の案内や周遊ル

ートの整備を図ります。 

 

【バス等の整備方針】 

・既存の路線バスについては、定時制の確保、鉄道との連携向上による利便性の向上を働きか

けます。 

・公共交通の空白地帯となっている地区をはじめ、町民が通勤通学、買物、通院などの日常生

活で活用できるような新しい公共交通の整備を検討します。 

・川通地区の集落については、地域拠点となる田上駅や羽生田駅への公共交通が整備されてい

ないため、アクセスが容易になるような対応を検討します。 
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3333----1.1.1.1.自然的自然的自然的自然的なみどりのなみどりのなみどりのなみどりの保全保全保全保全・・・・活用活用活用活用    

 

本町は、広大な森林、豊かな農地、信濃川をはじめとした河川などの良好な自然環境に恵まれ

ています。これら重要な資源を保全するとともに、市街地や集落内の身近なみどりも保全充実し、

うるおいのある都市環境の形成を図る必要があります。 

 

【山林地】 

・町域東部に広がる山林地については、土砂災害の防

止、水源涵養、生態系保護、ＣＯ２の吸収などの観

点から、また町民や来訪者の憩い、休養の場として

保全・活用を図ります。 

・護摩堂山周辺及び田上町総合公園（YOU・遊ランド）

周辺については、緑豊かな交流拠点としての整備を

目指します。 

 

【農用地】 

・農用地は安全安心でおいしい米をはじめとした多様

な農産物の生産基地、また緑の美しい景観形成地と

して維持保全を図るとともに、自然体験や環境教育

などの場として、多面的な活用を目指します。 

 

【河 川】 

・中小河川については、安全な川づくりを第一に考え、 

良好な自然環境を活かした水辺環境の創出を目指します。 

 

【市街地等の緑化】 

・公共施設や道路・河川・用水路などの緑化やそのネットワーク化を図るなど、市街地の緑化

を目指します。 

・市街地内の良好な居住環境を有する地区については、ゆとりと落ち着きのある風情を維持保

全するため、地域の意向を踏まえながら生垣の設置推進策などを検討します。 

・住民参加による花いっぱい運動を推進するなどまちの緑化を目指します。 

 

【自然景観の保全】 

・平野部から望む山林地の良好な景観に影響を及ぼすような建物の建築を抑制するよう指導

します。 

・近年各地で見られるごみの不法投棄は、町の景観を損なうだけではなく自然環境の破壊に

もつながる行為であることから、その根絶を目指します。 
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3333----2.2.2.2.交流交流交流交流・・・・健康健康健康健康づくりのづくりのづくりのづくりの場場場場としてのとしてのとしてのとしての公園緑地公園緑地公園緑地公園緑地のののの充実充実充実充実    

 

公園緑地は、景観の形成、都市環境の維持・改善、防災、レクリエーションといった機能を持

ち、町民のうるおいある暮らしを支える重要な施設です。町内には都市公園をはじめ、多様な公

園が数多く存在しますが、今後ともそれぞれの公園が町民の暮らしやまちづくりにおいて有効に

活用されるよう、適切な維持管理を行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（１１１１））））大規模大規模大規模大規模なななな公園公園公園公園    
 

【総合公園】 

・田上町総合公園（YOU・遊ランド）は、町民や町外からの来訪者が遊戯や散策、運動などで

一日中過ごせる公園として、既存機能の維持とともに、駐車場など不足する機能の充実を目

指します。 

 

【森林公園】 

・森林公園一帯については、展望台からの景観や近隣

の桃源郷の景観を楽しむとともに一体的に整備され

ている散策路を利用した体力づくりなど、自然を活

用した余暇活動の場としての整備充実を目指します。 

 

【梅林公園】 

・梅林公園は、既存の多種類の植栽された梅の保全とともに、「田上梅まつり」などのイベ

ント開催や散策路整備などを通し、春から秋にかけて町内外から多くの人が訪れ、町のシ

ンボルとして集客できるような整備を目指します。 

 

■公園の種類と対象 
 

（１）大規模な公園 

・東部の山林地にある、自然環境を活用したおおむね 1ha以上の公園とします。 

【対象】田上町総合公園（YOU・遊ランド）、森林公園、梅林公園 
 

 （２）その他の公園 

・市街地や集落などに分布する、主に地区の住民が利用する公園とします。 

【対象】広場（原ヶ崎運動広場、羽生田ふれあい広場など） 

河川改修による公園（五社川公園、保明嶋公園） 

地区公園（上野・山田地区公園、本田上西地区公園など宅地造成時に 

設置された公園） 
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（（（（２２２２））））そのそのそのその他他他他のののの公園公園公園公園    

 

【広 場】 

・原ヶ崎運動広場及び羽生田ふれあい広場は、近隣住

民や就業者などが気軽に健康づくりや余暇活動を楽

しめるよう、機能の充実を目指します。 

 

【河川改修による公園】 

・五社川公園及び保明嶋公園は、その立地性を活かし、

水辺環境を利用したレクリエーションや教育の場と

しての活用を検討します。 

 

【地区公園】 

・その他の住宅地や集落内に分布する身近な公園などについては、子どもたちの安全な遊び

場や近隣住民の交流の場などとしての機能維持を目指します。また、災害時の避難場所と

しても有効に使われるよう機能の充実を図ります。 

 

（（（（３３３３））））新新新新たなたなたなたな公園公園公園公園・・・・緑道緑道緑道緑道のののの整備整備整備整備やややや維持管理維持管理維持管理維持管理    

 

【健康づくりのための緑道整備】 

・国道 403 号バイパスや鉄道の側道、または河川敷を利用するなど、町民が日常的に健康づく

りに取り組めるようなジョギングコースやサイクリングコースの整備を検討します。 

 

【公園の維持管理】 

・都市公園の老朽化に対応し、施設の点検を実施するとともに、長寿命化計画を策定し、安全

で効率的な施設更新を図ります。 

・地区公園の維持管理に関しては、実際に利用する町民の主導を推進します。 
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図：公園・緑地整備方針図 
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4444----1.1.1.1.快適快適快適快適なななな下水道環境下水道環境下水道環境下水道環境のののの整備整備整備整備    

 

本町の下水道（汚水処理）は公共下水道、特定環境保全公共下水道及び農業集落排水により進

められています。今後とも未整備地区の解消と公共用水域の保全を目指す必要があります。 

 

【下水道整備】 

・才歩川より南側の地区において下水道未整備地区の段階的な整備を図り、生活排水の水質浄

化と快適な生活環境の形成を目指します。 

・下水道整備済地区における各世帯への接続率の向上を図ります。 

・下水道施設の適正な維持管理を行うため、施設の計画的な保守点検及び長寿命化計画に沿っ

た修繕を行い、安定した下水道管理を図ります。 

・下水道計画区域外や未整備地区内においては、合併浄化槽の設置を推進します。 

・雨水を効率的に排水するため、雨水計画に基づいた整備を図ります。 

 

 

4444----2.2.2.2.処理施設等処理施設等処理施設等処理施設等のののの配置配置配置配置・・・・整備整備整備整備    

 

ごみ処理施設や廃棄物処理施設などの処理施設については、機能の維持と計画的な運営を目指

します。新規処理施設等の立地に関しては、必要性や今後の需要をもとに、周辺の環境に配慮し

ながら配置を検討する必要があります。 

 

【処理施設】 

・ごみは加茂市・田上町消防衛生組合清掃センターで、し尿は同組合衛生センター（加茂市内）

でそれぞれ処理を行っています。両施設とも昭和 50年に建設され、老朽化していることか

ら、関係機関と協議し地域の声も聞きながら施設の整備を検討します。 

・斎場は、昭和 54 年の建設から 30年以上超過していることから、関係機関と協議し地域の声

も聞きながら施設の整備を検討します。 

・一般廃棄物処理施設及び産業廃棄物処理施設の立地については、自然環境や町民の生活環境

への影響も配慮しながら適地への誘導を行います。 
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5555----1.1.1.1.自然災害対策自然災害対策自然災害対策自然災害対策    

 

本町は自然的な土地利用が多く、起伏のある地形を有することから、大雨や地震による土砂災

害や水害による大きな被害が想定されます。また、冬期降雪時の適切な対策も含めて、町民の安

全安心な生活を維持する必要があります。 

 

【総合的な自然災害対策】 

・町の防災対策の指針となる地域防災計画は、必要に応じて見直しを行います。 

 

【土砂災害対策】 

・急傾斜地における地滑りやがけ崩れ対策などを関係機関に働きかけ、近隣の宅地や道路の安

全確保を図ります。 

・土砂災害特別警戒区域での宅地開発や建物の建築を規制します。 

・大雨による急激な増水からまちを守るためにも、保水・遊水機能を有する山林・水田の保全

を図ります。 

 

【水害対策】 

・新潟県の事業により山田川、才歩川などの河川改修

が完了しており、今後は五社川の改修も行われる予

定です。また、町が管理する中小河川の整備のほか、

水害発生の危険のある河川の改修を図るとともに、

豪雨時における河川への流出抑制対策を目指します。 

・国や県の事業で河川改修が完了した区間においても、

水害発生の危険のある箇所については、補完的な整

備を目指します。 

 

【雪対策】 

・雪対策については、地区の地形や形状などの特性に合わせた適切な処理方法（機械除雪、消

雪パイプなど）により実施し、排雪場所として空き地などの活用を検討します。 
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5555----2.2.2.2.市街地災害対策市街地災害対策市街地災害対策市街地災害対策    

 

平成 16 年の新潟県中越地震及び平成 19年の中越沖地震、平成 23 年の東日本大震災による震災

や同年 7 月の新潟・福島豪雨による水害などの教訓を活かし、市街地などの被害を最小限に抑え

る防災対策及び災害発生時の円滑な避難や避難生活の最低限の支援を行う体制の確立を目指しま

す。 

 

【市街地災害対策】 

・木造家屋が比較的密集する地区では、道路の幅員確保、建築物の不燃化誘導、生垣設置、オ

ープンスペースの確保など、地域の声を聞きながら防災性の向上を目指します。 

・耐震基準を満たしていない既存建築物について、耐震診断と改修を推進します。 

・災害発生時の避難場所となる公共施設の耐震化や不燃化を図ります。また、避難所周辺や

避難経路は緑化やバリアフリー化により安全性の確保を目指します。 

 

5555----3.3.3.3.地域地域地域地域コミュニティによるコミュニティによるコミュニティによるコミュニティによる防災防災防災防災    

 

災害時要援護者をはじめ、すべての町民が安全・安心・快適に暮らせるまちづくりを推進する

ため、町民一人ひとりの防災意識の向上を図り、被害を最小限に抑えるための行政等の支援と合

わせて、地域でお互いに協力し合う地域防災力の向上による防災体制の強化を目指します。 

 

【地域ぐるみの防災】 

・地域の自主防災組織の安定した組織運営及び育成支

援と各地域との連携強化により、防災意識の高揚に

努め、総合定期な防災活動ができる体制を目指しま

す。また、自主防災組織が地域のコミュニティの場

として、創意工夫を行い防災に限らず防犯や福祉な

ど、幅広く活動できる地域拠点とする体制づくりを

推進します。 

・災害発生時の消防活動の中心となる消防団の団員確保とともに、消防資機材の充実を推進し

ます。 

・防災訓練の実施推進により、町民意識の高揚と防災活動の修練を目指します。 

 

【地域での防犯】 

・夜間の防犯上の安全を確保するため、防犯灯の維持管理及びＬＥＤ化の整備を推進します。 

・防災・防犯の視点からも、まち中の居住人口の減少や空き家の発生抑制を目指します。 
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6666----1.1.1.1.観光観光観光観光・・・・交流交流交流交流をををを促進促進促進促進するするするする都市基盤都市基盤都市基盤都市基盤のののの整備整備整備整備    

 

自然条件や歴史的背景から生まれた町独自の観光資源については、その価値を再認識した上で、

魅力を高め、新たなニーズにも対応した観光・交流へ活用する必要があります。 

 

【町外からの誘客・交流促進】 

・主要道路沿線や観光地への分岐点などにわかりやす

い案内板の設置を図り、初めての来訪者でも迷わず

目的地に到達できるよう配慮します。 

・町外からの交通の軸となる国道 403 号バイパス沿線

に、休憩機能や町の情報案内機能などを持つ新しい

交流拠点の設置を検討します。 

・町内の主要な観光地同士の連携を図るとともに、新

津丘陵へのつながりなど、広域での交流圏域として

の整備も働きかけます。 

・農地や山林地にいては、体験学習などをテーマにし

た都市部との交流事業の展開を推進し、農林業の活

性化も目指します。 

 

【主要観光地の整備】 

・田上駅から近接する護摩堂山や湯田上温泉などを歩

きながら楽しめる環境の整備を目指します。 

・湯田上温泉へのアクセス道路である主要地方道新潟

五泉間瀬線の未改良部を整備し、対面通行が可能と

なるよう働きかけます。また、五泉市方面への整備

も働きかけます。 

・指定文化財である椿寿荘は、広い敷地と荘厳な建築

物を町の宝として保全するとともに、観光資源とし

ても魅力向上を目指します。 

・田上町総合公園（YOU・遊ランド）については、行楽シーズンには多くの来訪者が訪れるこ

とから、これに合わせた駐車機能の拡充とともに、利用者の要望に沿ったレクリエーション

機能の拡充も検討します。 

・森林公園、梅林公園は、自然豊かな観光資源として、魅力向上と憩いの空間としての活用を

目指します。 
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【町内での交流促進】 

・町内の民間団体が中心となって取り組んでいる「交流のまちづくり事業」を支援し、町民同

士の交流を推進するほか、町外からの参加者も含めた交流の拡大を目指します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・湯川地区で行われている五社川のホタル観賞など、

自然環境を活用した交流の促進を推進します。 

・農業に関しては、６次産業化または農商工連携の実

現に向けた具体の取り組みと直売所などの整備を推

進します。 

・コミュニティの結束による緑化活動など美化活動の

推進とともに、人とひととのつながりの強化を図り

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在取現在取現在取現在取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる主主主主なななな花花花花いっぱいいっぱいいっぱいいっぱい運動運動運動運動    
 

・中店地区のフラワーロード 

・羽生田跨線橋交差点のサルビア畑 

・曽根地区花いっぱい運動 

・保明地区のアジサイ植栽 

・川船河地区の花いっぱい運動 

・大正川沿岸の芝桜・アジサイ植栽 

 

 

現在取現在取現在取現在取りりりり組組組組んでいるんでいるんでいるんでいる交流交流交流交流のまちづくりのまちづくりのまちづくりのまちづくり事業事業事業事業    
 

①筍掘り体験事業（あじさい塾） 

②蛍の里事業（五社蛍の会） 

③温泉の里事業（湯田上温泉旅館協同組合・田上町観光協会） 

④ボランティアガイド育成事業（湯田上温泉旅館協同組合） 

⑤花の里事業（曽根農地保全会） 

⑥里山再生事業（あじさい塾） 

⑦竹の子満喫ツアー 
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6666----2.2.2.2.田上町田上町田上町田上町のイメージアップのイメージアップのイメージアップのイメージアップ    

 

観光の町として田上町の知名度を向上させるため、有効な情報を町外に発信するとともに、来

訪者が再び訪れたくなるような魅力あるまちづくりを進める必要があります。 

 

【町のイメージ向上】 

・町の玄関口に当たる国道沿線や鉄道駅などに、田上

らしい景観の整備や案内板の設置を推進します。 

・鉄道駅には、最寄りの観光名所や周遊ルートの案内

を表示するなど、鉄道を利用する来訪者のための利

便性向上を目指します。 

・町内の民間団体や個人で行う花いっぱい運動などの

緑化活動を推進し、きれいで明るい雰囲気づくりと

町のイメージアップを目指します。 

・梅林、竹林、桃畑、桜並木の周知や花見シーズンな

どの情報発信、またこれら特産品や加工品の紹介、

販売など、町の特徴を印象付ける機会や場所の充実

を図ります。 

・町内で行われるまつりやその他のイベントや情報を

積極的に外部に発信します。 

 

 

 

 


