
は じ め には じ め に

　人と地域が輝く「すこやかなまち」の実現を目指し、上越市は平成 26 年 12 月、市民の皆様と共に「第
6 次総合計画」を策定するとともに、平成 27 年度から平成 30 年度までを計画期間とする、前期 4
年間の取組を定め、多様な施策を推進してきました。
　また、これと並行して、平成 29 年度からは本計画策定後における社会経済環境の変化等も注視し
ながら、後期 4 年間における取組を視野に、今後の方向性を明確化するための評価・検証作業にも取
り組んでまいりました。
　そこで改めて、これまでの 4 年間を振り返りますと、北陸新幹線の開業が大きなまちの力として根
をおろす一方で、国の地方創生の動きを捉えた交流人口の増加策、また、子育て環境の充実を図る取
組などの効果も相俟って、“人”と“まち”それぞれが新たな“輝き”を放ち始めています。
　まちづくりの原動力となる様々な地域活動に取り組まれる市民、団体が増加し、その活動の幅も広
がっています。そして、高齢者の介護予防や健康づくりに取り組む住民組織をはじめ、企業による地
域貢献活動も活発化し、社会全体で支え合う体制づくりの動きが、そこここに芽生え始め、大きな力
になろうとしています。
　また、厳しい財政状況の下にあっても、このまちを次代を担う世代に繋いでいくために欠くことの
できない「将来に向けた価値ある投資」が結実し、高田公園オーレンプラザ、新水族博物館「うみが
たり」、上越市立歴史博物館には多くの市民が訪れ、喜び、学び、育ちの場としての活用が広まってい
ます。さらに、100 年の歴史を超える歴史的文化財や町家の保存・活用を通じて交流人口の増加もみ
られるようになりました。
　こうした中、人口減少と少子高齢化の進行に伴い、労働力不足、中山間地域の支え合い機能の低下
など、急ぎ対応しなければならない課題もなお一層、顕在化してきています。
　「後期基本計画」では、これらの課題や変化に対する分析・評価の結果を踏まえ、まちの将来を展望
する中で、人口減少・少子高齢化の進行がもたらすまちづくりや各種産業での担い手・後継者不足へ
の対応を最重要課題として位置づけました。あわせて、新たに「ま
ちづくりの人材育成・確保」の施策を加え、市民一人ひとりの
活躍や移住者を含む人材確保の取組を重点化するとともに、「前
期基本計画」から継続する施策においても、それぞれの課題へ
の対応と改善策の強化を図るよう意を用いたところであります。
　引き続き、「（仮称）上越市体操アリーナ」や「新潟県立武道館」
の整備、上信越自動車道の全線 4 車線化、北陸新幹線の敦賀延
伸など、今後のまちの発展に資する様々な動きもしっかりと捉
えながら、第 6 次総合計画の総仕上げに向け、この「後期基本
計画」の推進を通じて市民の皆さんとともに活力のある持続可
能なまちづくりを進めてまいります。
　結びに、本計画の策定に当たり、上越市議会並びに総合計画
審議会の皆様をはじめ、「まちづくり市民意見交換会」やパブリッ
クコメントを通じて多くの市民の皆様と、これからのまちづく
りについて真摯な議論を重ねることができました。心から感謝
申し上げます。

　平成 31 年 3 月

すこやかなまち
　　　　　　　　　～人と地域が輝く上越～ を目指して



※本文中で小さな数字を付している用語は、「資料編 第 2 章 用語解説」（134 頁）で解説を加えています。
※本計画における年の表記は、新元号が未定であるため、改元が予定されている日以降の年についても「平成」とし
　ています。
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