
 

 

 

市では地球温暖化対策として、冷房設定温度を
28℃とし、執務中は上着を着用しない、ノーネクタ
イの取組「夏季の軽装運動」を実施しています。市
民の皆様におかれましても、会議等にご出席の際
は、ノー上着、ノーネクタイでお越しくださいますよ
うお願い申し上げます。 

平成２９年度 第７回 春日区地域協議会 

次 第 

 
日時：平成29年8月10日（木）午後6時30分～ 

会場：市役所木田庁舎 4階 402.403会議室 

 

延 80分 

 

１ 開  会  

 

 

 

２  議  題                                 

 

（１）報告事項                       資料１  【10分】 
 

①(仮称)北本町新保育園について 

 

 

（２）研修等について   
                 

①「(仮題)春日山城に関する講演と意見交換会」について（案）資料２-１  【10分】 

 

②春日地区町内会長との情報交換会について（案）    資料２-２  【10分】 
 

 

（３）自主的審議について      
                   

①分科会の設置について                資料３  【15分】 

 

②分科会の進め方            （H28年度第 5回配布資料４） 【15分】 

 

 

 

３ その他 
 

（１）次回開催日の確認                            【10分】 
 

 

（２）その他                              【10分】 

 

 

 

４ 閉 会 







 

 

 

 

研修「春日山城跡の保存と活用について」の開催について 

１ 目 的 

 H28年度では、春日区の重要遺跡である春日山城跡について、地域協議会委員

により、重要遺構群を現地視察し、説明冊子とそれに即したガイド説明を通

じて理解を深めることができた。また、埋蔵文化財センター内で春日山城跡

保存管理計画や現在の整備状況等の説明を受けた。 

 加えて、これまで地域活動支援事業で採択され施工された、春日山城跡周辺

の整備事業について、利活用状況を委員が実際に見て事業効果を認識し、H29

年度の採択方針・審査方法の見直しや、審査採択の一助とすることができた。 

 これらの研鑽を基に、この春日山城跡を今後どのように活用していけるのか、

特に、委員は周辺のハード整備や観光などソフト面の整備の模索を行ってお

り、これら国の重要文化財について、国の整備方針や市のスタンスを学び取

るとともに、できること・できないことを理解することで、今後の春日山振

興に役立てていくために講義を拝聴し、意見交換を行うもの。 

 

２ 内 容 

 日時：9月 14日（木）18時から（講演 45分+質疑 60分） 

 場所：上越市市民プラザ（第 4会議室） 

 講師：小島幸雄 氏 
ﾌﾟﾛﾌｨｰﾙ 

昭和２７年  西頸城郡能生町生 

昭和５０年  立正大学文学部史学科卆 

       専攻  考古学 

同年     富山市教育委員会 社会教育課勤務 

昭和５２年  上越市教育委員会 社会教育課勤務  

       発掘調査専門の学芸員として採用 

平成１９年  上越市教育委員会 退職 

       この間、３０年間市内の発掘調査に従事する 

現在     上越市教育委員会 文化行政課 専門学芸員（非常勤） 

       新潟県文化財保護指導委員 

 

 対象：全委員＋関係団体の役員等 

（春日山城跡保存整備促進協議会、蟹沢を愛する会、越後青苧の会） 

 

３ 当日の流れ 

① 開  会 

② 講師紹介 

③ 講  演（演題：「春日山城跡の保存と活用について」） 

④ 質疑応答 

⑤ 閉  会 
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平成 29年度 

春日地区町内会長と春日区地域協議会委員との情報交換会 

実施計画（案） 

 

１ 目 的 
 

 春日区の現状や課題について春日地区町内会長との情報交換を実施し、地域課題等を

継続的に共有することで、今後、地域活動支援事業の採択方針等に役立てる。 

 また、地域協議会が、自主的審議で検討を進める分科会の 3つのテーマを念頭におい

て、町内会長からの意見・要望などを引き出し、課題解決の一助とする。 

 

２ 開催日時及び会場 ※関係者との日程調整後に確定 
 

・開催日：平成 29年 10月下旬 

・時 間：午後 7時から午後 9時頃まで（約 2時間） 

・会 場：上越文化会館、市民プラザ 等 

 

３ 出席者 
 

  ・ 春日区地域協議会委員        20名 

  ・ 春日地区内の町内会長        21名 

  ・ 中部まちづくりセンター職員（事務局） 3名 

  

４ 内 容 
 

（１）開 会                （10分） 

  ・ 春日区地域協議会長     あいさつ        

  ・ 春日地区町内会長協議会長  あいさつ        

 

（２）情報交換会 

  【Ⅰ】分科会              （60分） 

・4班※に分かれて、自主審議の 3つのテーマを念頭に置きながら、 

自由討議を行う。（※ 班分けは事務局が行う） 

～ 休 憩 ～                （ 5分）   

【Ⅱ】全体会              （40分） 

     ・分科会での情報を全体で共有する 

 

（３）閉 会                （ 5分） 

  ・ 春日区地域協議会 副会長  あいさつ        

 

資料№2-2 



 

 

自主審議と分科会の設置について 

１）分科会テーマと役割分担                                
 

①分科会の名称(テーマ) 

➡3本の柱 協議会確認事項 

 A【福  祉】「あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策」 

 B【観  光】「春日山城跡の観光振興策」 

 C【安全安心】「安全・安心に暮らせる春日区とする方策」 

 
②役割分担 次回までに分科会で決定 

 リーダー（正副会長・事務局との連絡調整、分科会開催の決定 等） 

 書記  （会合の内容を記録） 

 

２）分科会の設置にかかる委員費用弁償等について                      
 

①分科会の開催 

自治・地域振興課作成「地域協議会委員の費用弁償の支払い基準について（平成 29年 4月 1日）」

の内規により、次のパターンが想定される。 

 パターン１ パターン２ 

協議会開催と同じ日に連続し
て分科会を開催する場合 

単独で分科会を開催する場合 

公開／非公開 
協議会：公開 
分科会：公開 or非公開 

公開 非公開 

費用弁償 
（1,200円） 

あり あり なし 

会場の確保等 
確保：市の施設は事務局が行う 
費用：市の施設は 100％減免（市が主催する事業） 

会議録の作成 
協議会：必要 
分科会：必要（要旨） 

必要（要旨） 

長所短所 

長所：単独で分科会を開催する
よりも1回で済み効率的。かつ、
全体会を都度設けることがで
き、その日の協議内容と進捗状
況を全員で確認できる。 
 
短所：分科会の開催回数が自然
と少なくなる。 

長所：費用弁償の支
給がある。 
 
短所：会議の公開手
続きにより 2 週間前
の開催決定が必要。 

長所：いつでも開催
でき、形式にとらわ
れない自由な審議
形態がとれ、開催回
数が多く確保でき
る。 
短所：費用弁償の支
給がない。 

   ●手続き：「パターン 2」の“公開”の場合、事務局の開催起案と、上越市審議会等の会議の
公開に関する条例に基づき、2週間前の会議の開催決定とその報告が発生 

 
②研修会の開催 

内規により「各区が独自で行う視察研修や講師等を招いて実施する研修会に参加した委員に対し

て支払う。」より、分科会レベルでも支出が可能。 

●手続き：事務局の起案、企画書 
 

③地域との意見交換会 

内規により「自治区内の町内会長や各種団体、住民等の意見を聞く機会を設けて、地域協議会主

催で実施する場合に支給する。」より、協議会が認めた分科会の開催は支出が可能。 

●手続き：事務局の出席委員確認と内容記録 
 

④分科会で決定された事項 

全体会で公表し、内容により処理（例：市への意見書、地域へのお願い、結果を「たより」で周知 等） 

資料№３ 

別添 

ﾒﾝﾊﾞｰ表

を活用 



■春日区　自主審議「分科会」メンバー表 別添

※敬称略

A:
氏名 役割等 備考 (7名）

安樂　　 大

太田　一巳

佐藤　美奈子

谷　 　健一

新野　武宣

橋本　桂子

鷲澤　和省

B:
氏名 役割等 備考 (7名）

大竹　明徳

加藤　幸吉

田沢　 　浩

田中　幸晴

藤田　晴子

松田　光代

吉田　幸造

C:
氏名 役割等 備考 (6名）

今井　　 孝

金子　隆一

渋木　 　俊

野澤　武憲

星野　 　剛

吉田　   実

　【福祉】あらゆる世代が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策

【観光】春日山城跡の観光振興策

【安全安心】安全・安心に暮らせる春日区とする方策



 

H2 これまでの自主的審議事項の 

検討内容（春日区） 
 

 

 機会（Opportunities） 
 

1. 北陸新幹線の開業によって首都圏や関西圏、北陸方面へ

の交通利便性の向上のみならず、交流人口の拡大や来訪
者の滞在時間の増加等、様々な開業効果が期待できる。 

2. 山麓線の全通や上信越自動車道の 4車線化により山麓線
沿線等の更なる発展（大型観光施設の立地など）が期待
できる。 

3. 新たな宅地開発やふるさと志向の高まりにより、周辺地
域や首都圏等からの転入による人口増加が今後も期待で
きる。 

4. 地域外からの転入者が多く、多様な価値観を持つ住民が

いることにより、地域活性化への新たな発想や展開が期

待できる｡ 

脅威（Threats） 
 

1. 並行在来線の経営難（運賃の増額や利便性低下）が懸念され

る。 
2. 交流人口の拡大による治安や生活環境の悪化が懸念される。 
3. 新幹線開業によるストロー減少や長野・北陸間や佐渡ヶ島へ

の通過点となってしまうことが懸念される。 
4. 少子高齢化と核家族化が更に進行することにより、独居老人

世帯の増加が懸念される。 
5. 福祉拠点の一つである春日山荘の老朽化に伴い、施設の移転

や廃止が懸念される。 
6. 謙信公ブームの盛り下がりにより、リピート率の低下が懸念

される。 
7. 地域活性化のための論点が春日山関連に集まりがちである。 

 

強み（Strengths） 
 

1. 海・山に近く、景観・眺望が良好な自然環境に恵まれた居住ニーズの高
い地域である。 

2. 上杉謙信公の出生・居住地であり、上越市のｼﾝﾎﾞﾘｯｸな存在である。 
3. 国内最大規模の山城である春日山城がある。 
4. 春日山城以外にも潜在的な観光資源（歴史・自然）が豊富にある。 
5. 地域の祭の核となる謙信公祭が開催される。 
6. 上越市の中心部に位置する市の中核地域である。 
7. 高速道路のインターチェンジが隣接区に２箇所あるほか、基幹道路である山

麓線や謙信公大通りが通る道路交通網に恵まれた地域である｡ 
8. 28区中最も人口が多い地域であるうえ、生産年齢人口や子供達の人口比率が

高い地域である｡ 
9. 商業施設や小規模医院の立地が多く生活利便性に優れた地域である。 
10.上越教育大学をはじめ、文教育施設が充実している。 
11.開発可能なスペースが残されている。 
12.市役所等の公共施設が多く立地している。 

13.第３次産業（商業・サービス業）の就労場所が多い。 
14.海抜の高い住宅地が多くあり、水害や津波による被害を受けにくい地域

である。 

 

今後検討していきたい事項 
 

① 高齢者等が心豊かに健康で暮らせる春日区とする方策を検討したい    

 高齢者が集う場を作りたい 

 高齢者の健康の維持増進に向けた地域ぐるみで行う取組を検討したい 

 元気な高齢者が活躍できる機会を増やす取組を検討したい 

 

 

② 春日山城跡の観光振興策を検討したい 

 周遊性の向上を図るため、観光コースや案内看板等を充実させたい 

 具体的な観光ビジョンを確立したい（選択と集中） 

 特産品を掘り起し、磨きあげて地域産業の活性化と外貨獲得につなげたい 

 山麓線沿線にのぼり旗を通年設置したい 

 

 

③ 安全・安心に暮らせる春日区とする方策を検討したい 

 狭隘
きょうあい

歩道や踏切等の危険箇所を洗い出し、その改善策を検討したい 

 誰もが安全に闊歩できる春日区とするための取組を検討したい 

 自然災害に強い春日区とするための方策を検討したい 

弱み（Weaknesses） 
 

1. 観光案内所やタクシーの停留所がなく、観光施設も散在しているほか、案内
看板も不十分であり、魅力的な観光ルートが確立していない｡ 

2. 代表的な土産物や特産品がない。 
3. 冬期間の観光スポットやイベントが少ない。 
4. 春日山城跡が史跡指定されたことにより土地利用に制限がある。 
5. 地域内に救急指定病院となっている規模の大きい総合病院がない。 
6. 単身世帯（アパート）が多く、転出入も多い｡ 
7. 価値観の変化により地域活動への参加意欲が減退傾向にある。 
8. 新旧住民や各種地域団体の交流機会が少なく一体感や連携体制に乏しい 
9. 高速道路と鉄道により地域が分断されている｡ 
10.若者が楽しめるレジャー施設が少ない。 

11.第２次産業の就労場所が少ない。（製造工場の立地に適当なインフラ環
境ではない。） 

12.消防署が地域内になく、緊急車両の到着に時間を要す。 
13.春日山という地域資源に対して地域全体の宝としての共有感が薄い 

 

【参考】ＳＷＯＴ分析とは… 

全体評価を行うための分析手法で、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、

Threat(脅威)の 4 つの視点から評価を行う。事業単位を内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅

威)に分けて評価、分析する手法のこと。 

(①内部環境分析では、資源の分析から強みと弱みを分析していく。②外部境分析は、直接影響を

与える環境と間接的な環境とに分けて機会と脅威を分析していく。) 
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