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前      文 

 

 

 第２次国土利用計画（糸魚川市計画）（以下「本計画」という。）は、国土利用計

画法第８条の規定に基づき、本市が有する地域特性を踏まえながら、長期にわたっ

て安定し、かつ、調和のとれた土地利用を確保することを目的として、本市の区域

における国土（以下「市土」という。）の利用に関する基本的な事項について定め

たものです。 

また、本計画の策定に当たっては、国土利用計画（全国計画）第五次（以下「全

国計画」という。）及び新潟県の土地利用計画（仮称）（以下「新潟県計画」という。）

を基本とし、かつ、第２次糸魚川市総合計画基本構想との整合性を図り策定してい

ます。 

なお、本計画は、策定後の社会経済情勢の変化などにより、現状と大きな隔たり

が生じたときには、必要に応じて計画の見直しを行うものとします。 
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第１ 市土の利用に関する基本構想 

 

１ 市土の概要 

新潟県の最西端に位置する本市は、長野県、富山県と接しており、746.24km2と広大

な面積を有しています。約51㎞にも及ぶ海岸線、そして、南は新潟焼山、雨飾山等の

頸城連峰や朝日岳、小蓮華山等の北アルプス連峰が連なり、谷々には、能生川、早川、

海川、姫川、田海川、青海川及びその支流が流れ、その流域や河口部に集落や市街地

が形成されています。 

また、森林資源、ヒスイ及び石灰石等の鉱物資源並びに水資源等の地域資源が豊富

で、糸魚川－静岡構造線は日本列島形成にかかわる世界的な学術資源となっており、

これら優れた地質資源等がユネスコ世界ジオパークに認定されています。 

土地利用の状況（平成24年 10月１日現在）は、森林が86.6％と大部分を占め、次

いで農地3.5％、水面・河川・水路2.2％の順で、宅地は1.5％となっています。 

 

２ 市土利用の諸課題 

（１）人口減少による市土管理水準等の低下 

平成 22 年国勢調査による本市の年少人口（0 歳～14 歳）の割合は、11.7％とな

っており、全国平均13.2％、県平均12.8％と比較して少子化が更に進んでいます。

一方、老年人口（65 歳以上）の割合は、32.9％となっており、全国平均 23.0％、

県平均26.3％を大きく上回っています。 

また、平成 27 年国勢調査の速報値による本市の人口は 44,161 人で、平成 22 年

国勢調査と比較して 7.4％減少し、今後も出生率の低下や若年層の流出等により減

少傾向は続くものと予想されます。 

農業を担ってきた世代が高齢化等により廃業するなど、農業従事者の減少が続く

とともに、農村部から都市部へ人口移動が生じていることにより、農山漁村地域で

は、空き家が増加し、農地が耕作放棄地となるなど農地や森林等の市土資源の管理

水準の低下が懸念されます。 

 
（２）自然環境と美しい景観等の悪化 

    本市は、多様な地質資源と変化に富んだ自然に恵まれ、また、ヒスイに代表され

る固有の歴史文化が育まれ、これらをまちづくりに生かしてきました。こうした地

域資源の保全及び活用が評価されたことにより、本市はユネスコ世界ジオパークに

認定されており、各種ジオパーク活動により自然との触れ合いの場を創出しながら、

自然環境の保全及び活用が求められています。 
温室効果ガスによる地球温暖化、フロンガスによるオゾン層の破壊等、地球規模

での環境悪化が問題となっていますが、本市においても、人の活動による生態系へ

の影響、身近な自然環境の悪化、農地及び山林の荒廃、廃棄物の発生量抑制多様化

及び適正な処理など、様々な課題を抱えており、良好な生活環境の維持に向け、市

民一人一人が地球環境への負荷の軽減に取り組んでいく必要があります。 
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（３）災害に対して脆弱な市土 

本市は、約51㎞にも及ぶ海岸線を有するとともに、一級河川姫川を縫うように糸

魚川－静岡構造線が走り、脆弱な地質と急峻な地形を抱えています。 

また、多くの中小河川が急流となって日本海に注ぎ、近年の集中豪雨や冬期の降

雪もあることから、河川の増水、土石流、地すべり、雪崩等の自然災害が発生しや

すい状況となっており、過去にも玉ノ木地区の土砂崩れ地すべり災害、柵口地区の

雪崩災害、姫川流域の大水害等が発生しています。 

自然災害が発生しやすい地形的条件を有し、災害発生による被害のリスクを常に

抱えているため、津波、洪水、火山噴火等への対策として、ハザードマップ等によ

り情報を周知し、災害の発生防止と発生時の被害を最小限に食い止める取組が必要

です。 

 
３ 市土の基本理念 

市土は、市民にとって現在及び将来における限られた資源であるとともに、生活及

び生産活動の共通の基盤であり、その利用のあり方は、地域の発展や市民の生活に深

い関わりを持っています。 
したがって、市土の利用に当たっては、公共の福祉を優先させ、自然環境の保全を

図りつつ、地域の社会的、経済的及び文化的な条件に配慮するとともに、安全かつ健

康で文化的な生活環境の確保と市土の持続可能な均衡ある発展を図ることを基本理念

とし、総合的かつ計画的に行うものとします。 
 
４ 市土利用の基本方向 

本計画の実現に向け、市土が限りある資源であることから、効率的な土地利用を行

うため、各種施策を総合的に推進します。 
また、市土における土地利用の基本的な考え方についての合意形成を図り、持続可

能な市土の管理を行うため、地域の主体的な取組を促進します。 
 
（１）適切な市土管理を実現する土地利用 

人口減少等が進展する中においても、都市的土地利用への転換は、ある程度行わ

れるものと予測しています。 
今後は、土地の高度利用や低未利用地の有効活用を促進しつつ、道路、緑地等の

オープンスペースの確保に努めるとともに、計画的に良好な市街地の形成と再生を

図ります。 
一方、農地や森林を含む自然的土地利用については、環境保全及び自然の果たす

循環システムの重要性に配慮しつつ、農林業の生産活動及び自然とのふれあい並び

にゆとりある生活を実現する場として、適正な保全と耕作放棄地等の適切な利用を

図ります。 
なお、森林、原野、農地、宅地などの相互の土地利用の転換は、土地利用の不可

逆性や生態系をはじめとする自然の様々な循環系に与える影響を総合的に捉え、慎

重な配慮の下で計画的に行います。 
 



3 
 

（２）自然環境・美しい景観等を保全・再生・活用する土地利用 

農地及び森林の適正な保全と管理に努め、循環及び共生に配慮した持続可能な土

地利用を図るなど、環境への負荷が少ない土地利用を基本とします。 
また、恵まれた自然環境や人の営みによって形成される地域固有の風土を生かし、

地域に愛着が持て、やすらぎと潤いのある生活環境の形成を図ります。 
 
（３）安全・安心を実現する土地利用 

地震、火山噴火、津波、豪雪、集中豪雨等の自然災害から生命や財産を守るため、

水系の総合的管理、農地及び森林の保全と管理、防災拠点の整備並びにオープンス

ペースの確保等に取り組むとともに、防災ハザードマップなどによる危険箇所に関

する情報提供や適正な土地利用を図り、土地の安全性を高めていきます。 
 
（４）自ら守り育む土地利用 

国土利用計画法に掲げる「公共の福祉の優先」「健康で文化的な生活環境の確保

と国土の均衡ある発展」などの土地に関する基本理念に基づき、地域の魅力や資源

は、自ら守り育む市民活動への支援及び育成に努めるとともに、市民、ＮＰＯ、企

業等の多様な主体が連携した土地利用及び維持管理に努めます。 
 
５ 類型別の市土利用の基本方向 

高齢化及び人口減少が進展する中、本市では「翠の交流都市 さわやか すこやか 

輝きのまち」の実現に向けて、それぞれの地域特性に配慮しながら、計画的な土地利

用を図ります。 
 
（１）都市地域 

都市地域においては、土地利用の高度化及び低未利用地の有効利用を図り、安全

で安心できる快適な住環境の整備と持続可能で機能的な市街地都市環境の形成に

努めます。 
また、都市的諸施設基盤の整備に当たっては、自然条件や防災施設の整備状況を

考慮した土地利用並びに公共交通の効率化と利便性の向上を図り、集約化した都市

間のネットワークを充実させることによって、拠点性を有する複数の都市地域や周

辺の農山漁村地域の相互の機能分担や対流を促進しながら、地域別の役割に配慮し

た土地利用に努めます。 
新たな土地需要に対しては、土地利用転換の不可逆性と自然環境などへの影響か

ら、既存の低未利用地の活用を優先させることを基本とします。 
 
（２）農山漁村地域 

農山漁村地域は、生産と生活の場であるとともに、市土の保全、景観形成、市民

への潤いとやすらぎの提供など様々な役割を果たしていることから、６次産業化な

どによる農林水産物の高付加価値化や新たな木材需要の創出等を通じた農林水産

業の成長産業化等により、健全な地域社会の構築を図ります。 
また、農業生産基盤の整備と計画的な森林整備を推進し、経営の安定化及び担い

手の育成に努め、あわせて、安全で安心な地元食材の提供、地産地消及び食のブラ
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ンド化を図ります。 
急激な人口減少により生活サービス機能等の維持が困難になると見込まれる中山

間地域等の集落においては、日常生活に不可欠な施設や地域活動を行う場を歩いて

行ける範囲に集約し、周辺地域と公共交通などのネットワークでつないだ「小さな

拠点」の形成に向けた取組を推進します。 
農地と宅地が混在する地域においては、地域住民の意向に配慮しつつ、地域の特

性に応じた良好な生産基盤及び生活空間として、農業生産活動と地域住民の生活環

境が調和するよう、地域の実情に配慮した計画的かつ適正な土地利用を図ります。 
 
（３）自然維持地域 

本市は、２つの国立公園と３つの県立自然公園をはじめ、ユネスコ世界ジオパー

クに日本で初めて認定されるなど、優れた自然風景地を有しています。自然環境の

保全を旨として、動植物の生息及び生育空間の確保や生態系の維持に配慮し、適正

な保全に努めます。 

森林については、水源かん養機能や保健休養機能等の多面的な機能を生かし、特

に、里山を中心として近年求められている自然との触れ合いの場、やすらぎと憩い

の場としての利活用を自然環境との調和、各種規制法との調整を図りながら進めま

す。 
 
６ 利用区分別の市土利用の基本方向 

（１）農地 

農地は、先祖から受け継いだ重要な地域の資源であるとともに、「食」を支える大

切な生産基盤です。効率的利用及び生産性向上に向け、農地の集約化及び大規模化

並びに農業生産力の強化に向けて必要となる農地の確保と整備を図ります。 
さらに、生産基盤としての機能だけでなく、良好な自然環境の保全、洪水の調節

及び固有の地域景観の形成等の多面的な機能が十分に発揮されるよう努めます。 
 
（２）森林 

森林は、木材生産等の経済的機能のみならず、市土の保全、保健休養、防災、水

源かん養及び固有の地域景観の形成等の公益的機能を有しています。そのため、こ

れらの機能が十分に発揮できるよう、森林の保全と整備を推進するとともに、自然

との触れ合いの場及び学習の場として多面的な活用を図ります。 
また、市街地及び周辺における森林については、良好な生活環境を確保するため、

積極的に緑地として保全及び整備に努め、市民生活に潤いを与える良好な景観形成

を図ります。 
 
（３）原野等 

動植物の生息及び生育地等、貴重な自然環境を形成しているものについては、生

態系及び景観の維持等の観点から保全を基本とし、その他については、地域の自然

環境を形成する機能に十分配慮し、適正な土地利用を図ります。 
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（４）水面・河川・水路 

水面・河川・水路は、防災上の重要な役割を果たしており、市民の生命や財産を

守るため、河川改修や砂防施設等の整備を推進します。 
また、水辺空間は市民生活に潤いを与えるとともに、生態系保全の観点からも貴

重であり、その保全及び周辺環境に配慮した活用を図ります。 
 
（５）道路 

道路は、市民生活及び地域経済活動に欠くことができない社会資本であり、体系

的な道路網の形成のために必要な用地の確保を図るとともに、道路の安全性や快適

性の向上、克雪対策及び環境景観保全に配慮し、既存道路網も含めた計画的な整備

を推進します。 
農道及び林道については、農林業の生産性の向上や農地及び森林の適正な管理が

行える環境を整えるため、自然環境に配慮した整備を推進します。 
 
（６）宅地 

住宅地については、人口及び世帯数の推移並びに都市化の動向に対応しつつ、克

雪対策に配慮した望ましい居住水準と良好な居住環境を目標として、歩道等の生活

関連施設の整備を計画的に進めながら、良好な宅地の確保を図ります。 
また、都市地域においては、土地利用の高度化及び低未利用地の有効利用を進め、

道路の整備等、安全性の向上とゆとりある快適な環境の確保を図ります。 
工業用地については、就業機会の創出、市民所得の向上、産業振興を図るため、

環境の保全及び農林業との調和に配慮した適正な企業立地を促進し、必要な用地の

確保を図ります。 
事務所・店舗用地等のその他の宅地については、商業の活性化及び良好な環境形

成に配慮しつつ、土地利用の高度化を図ります。 
 
（７）その他 

公用・公共用施設用地については、多様な市民ニーズを踏まえ、環境の保全に配

慮して、必要な用地の確保を図るとともに、災害時の活用も考慮した施設整備を推

進します。 
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第２ 市土の利用目的に応じた区分ごとの目標 

 

１ 市土の利用目的に応じた区分ごとの目標 

（１）目標年次 

本計画の基準年次は平成24年とし、目標年次は平成37年とします。 

 

（２）目標年次における人口及び世帯数 

目標年次の人口及び世帯数は、平成28年に策定した「第２次糸魚川市総合計画」

の人口推計を基に、人口40,745人、世帯数17,114世帯とします。 

 

（３）土地利用区分 

土地の利用区分は、農地、森林、宅地等の地目別区分とします。 

 

（４）利用区分ごとの目標 

土地の利用区分ごとの目標については、利用区分別の現況及び土地利用転換のす

う勢に基づき、目標年次における人口、世帯数、各種事業等の進捗状況を考慮し、

利用区分別に必要な土地面積を予測し、土地利用の実態と調整して定めています。 
土地の利用区分ごとの目標は、次表のとおりですが、数値については、今後の経

済情勢の不確定さ等を考慮し、弾力的に運用されるべき性格のものとします。 
 

 ◆土地利用目的に応じた区分ごとの目標 

区 分 
平成 24年 

（ha） 

平成 37年 

（ha） 

増減率 

（％） 

構成比（％） 

平成 24年 平成 37年 

農 地 2,653 2,520 △5.01 3.56 3.38 

森      林 64,597 64,580 △0.03 86.56 86.54 

原 野 等 343 343 0.00 0.46 0.46 

水面・河川・水路 1,670 1,665 △0.30 2.24 2.23 

道      路 1,297 1,335 2.93 1.74 1.79 

宅      地 1,131 1,136 0.44 1.52 1.52 

 住 宅 地 569 570 0.18 0.76 0.76 

工 業 用 地 203 194 △4.43 0.27 0.26 

その他の宅地 359 372 3.62 0.48 0.50 

そ の 他 2,933 3,045 3.82 3.93 4.08 

合      計 74,624 74,624 － 100.00 100.00 

(参考)人口集中地区 

(市街地) 

610 610 0.00 0.82 0.82 

※ 平成 24年欄の人口集中地区面積は、平成22年の国勢調査による面積です。 
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第３ 第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は、次のとおりとします。 
 
１ 土地利用関係法等の適切な運用 

国土利用計画法、都市計画法、森林法、農業振興地域の整備に関する法律、自然公

園法、自然環境保全法等の土地利用関係法の適切な運用を図るとともに、全国計画、

新潟県計画及び本計画を基本として、土地利用の総合的かつ計画的な調整を推進し、

国土利用計画法に基づく土地売買の届出による情報収集と適正な土地利用の確保並び

に地価の安定を図ります。 
 
２ 市土の保全と安全性の確保 

地震や火山噴火、津波、豪雨等の災害時の市民の安全を確保するため、防災ハザー

ドマップなどによる防災情報の提供、公園及び学校等の防災施設の充実並びにライフ

ラインの機能強化等を図り、災害危険区域の明確化による市民の避難体制を整備しま

す。 
農地及び森林の持つ防災機能や水源かん養機能などの多面的な機能を確保するため、

耕作放棄地の発生防止や間伐等による森林整備を促進するとともに、地滑り、土石流、

急傾斜地の崩壊、雪崩、洪水及び海岸侵食等を防止するため、保全施設の整備を推進

します。 
 
３ 持続可能な市土の管理 

都市地域においては、都市基盤の集約化に向け、立地適正化計画を策定し、医療・

介護、福祉、商業等の都市機能を都市の中心部や生活拠点等への誘導等を推進します。 
また、高齢者等の移動手段が確保されたまちづくりを進めるとともに、公共交通機

関の利便性・効率性の向上を図り、地域公共交通ネットワークの整備を行います。 
生活サービス機能等の維持が困難と見込まれる中山間地域等の集落農山漁村地域

においては、「小さな拠点」の形成を推進するため、地域の状況に応じ、日常生活に不

可欠な施設等を歩いて動ける範囲に集め、周辺地域と公共交通などのネットワークで

つなぐ取組を進めますぎ、持続可能な集落形成を図ります。 
食料の安定供給に不可欠な優良農地を確保するとともに国土保全等の多面的機能

を発揮させるため、農業の担い手の育成・確保と営農等の効率化に向けて農業生産基

盤の整備や農地の集約を推進します。さらに、農業の雇用促進と６次産業化などによ

る農林水産物の高付加価値化の取組を支援します。 
 
４ 自然環境の保全・再生・活用と生物多様性の確保 

潤いとやすらぎのある市土を形成するため、施設整備に当たっては、可能な限りま

とまりのある緑地の確保、親水空間の形成及び保全に配慮します。 
また、農地及び森林等は、緑地空間としての役割が果たせるよう保全に努めます。 
さらに、農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域及び都市計画法の用

途地域の適正な設定に努め、大規模開発行為については、環境保全に配慮した取組を

進めます。 
公共空間の快適性を確保するため、道路や公共施設等の整備に当たっては、周辺環
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境に配慮するとともに、地域特性を踏まえ、美しく良好なまちなみや里山の美しい農

村景観の維持形成を図ります。 
貴重で、希少な動植物の保護を促進するため、計画的に分布調査などを行うととも

に、市民や関係団体と協働して動植物の総合的な生育環境の保全に努めます。 
 
５ 土地の有効利用の促進 

（１）農地 

農業経営の安定化を図るため、土地改良等の農業基盤整備による生産性の高い優

良農地の確保を図るとともに、効率的かつ安定的な農業経営を営む者への農地の集

積を図ります。 
また、低未利用の農地については、周辺の土地利用状況を踏まえた有効利用を促

進し、効率的な土地利用と生産性の向上を図ります。 
さらに、市街地の農地については、市街化の進捗状況等との調整を図りながら、

有効かつ適正な土地利用を図ります。 
 
（２）森林 

森林は、木材生産などの経済的機能だけではなく、自然環境の保全や水源かん養

等の公益的機能を有しており、森林資源の整備及び計画的な保育を推進します。 
また、近年、森林の持つ癒しの効果が注目されていることから、これら森林の持

つ特性をいかし、中山間地域の里山などは、自然とのふれあいの場及び観光レクリ

エーションの場として有効利用に努めます。 
 
（３）水面・河川・水路  

水面・河川・水路については、治水及び利水の機能発揮に留意しつつ、生物の生

息環境としての機能発揮のために必要な水量及び水質の確保ができるよう整備を

進め、水と人とのふれあいができる地域景観と一体となった水辺空間の形成を図り

ます。 
 

（４）道路 

道路は、地域づくりの骨格となるものであり、市民の利便性の向上と安全性の確

保に向け、計画的に整備するとともに、道路の緑化の適正化など、良好な道路景観

の形成を図ります。 
 
（５）宅地 

住宅地は、良好な住宅環境の形成に向けて、適正な用途地域の見直しを行うとと

もに、生活基盤及び生活環境を整備し、住みやすい住環境の向上及び美しいまちな

み整備を進めながら、良好な景観づくりに努めます。 
工業用地は、社会経済情勢及び工場立地の動向を踏まえながら、周辺環境との調

和及び公害防止に十分配慮し、産業構造の変化やニーズに併せて適切な誘導を図り

ます。 
事務所・店舗用地等のその他の宅地は、既存商店街の低未利用地への誘導を図る

とともに、商業機能の活性化とあわせて、事業者が立地しやすい環境を整え、土地
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の有効利用を図ります。 
空き家等については、所在地の把握や所有者の特定など実態を把握した上で、入

居希望者に住まい空き家の情報を提供するためし、空き家情報提供制度を活用する

を促すとともに、地域住民との協議を行いながら、空き家等の発生予防・活用・適

正管理に向けた施策を推進します。 
 
（６）その他 

文教施設、厚生福祉施設等の公用・公共用施設用地については、各地域の人口動

態及び市民ニーズの把握に努め、市民生活上の重要性と環境保全に配慮し、計画的

な整備を推進します。 
 
６ 土地利用転換の適正化 

土地利用の転換を図る場合は、土地利用の不可逆性及び周辺への影響の大きさに十

分配慮し、人口及び産業の動向、周辺の土地利用の状況、社会資本の整備状況、その

他の自然的・社会的諸条件を勘案して適正に取り組みます。 
 
（１）農地 

農地の利用転換に当たっては、食料生産の確保、生産性の向上、農業経営の安定

及び地域農業や景観などに及ぼす影響に配慮し、優良農地の保全を基本として無秩

序な転換を抑制し、生産性の高い優良な農地の確保に努めます。 
 
（２）森林 

森林の利用転換に当たっては、木材生産や安定した林業経営を考慮するとともに、

水源かん養機能、市土の保全及び防災など、森林の持つ公益的機能の確保、自然環

境及び景観の保全に配慮し、周辺の土地利用との調整を図ります。 
 
（３）大規模な土地利用の転換 

大規模な土地利用の転換に当たっては、その影響が広範囲に及ぶことから、周辺

地域を含め十分な調査を行い、市土の保全と安全性の確保、環境や景観の保全等に

配慮し、適正な土地利用を図ります。 
 
（４）混在化する土地利用の適正化 

農地や宅地等が混在する地域では、土地利用の混在による弊害を防止するため、

無秩序な開発を抑制し、適切な規制と誘導による農用地や宅地等との相互の土地利

用の調整を図ります。 
 
７ 市土に関する調査の推進 

効率的な土地利用のためには、地籍調査は有効であり、土地の境界、面積及び地目

等の情報をより明らかにするため、理解と協力が得られるなどの条件が整った地域か

ら、地籍調査を実施します。 


